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本メールは、過去にアストロデザインが主催・出展するセミナーやイベントにご来場 

いただいた方、名刺交換させていただいた方および、本メールサービスに登録申込み 

をしていただいた方へ配信しております。 

 ※配信解除や登録内容の変更をご希望のお客様は、本メールの下部をご覧ください。 

   

★━━━━☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆━━━━━━★ 

皆様こんにちは、東京本社メルマガ編集局です。 

11月に入り来週より開催される国際放送機器展（InterBEE2013）に出展します。 

今回は、マイクロタイルを使用した 8Kマルチ大画面表示の上映と 8Kカメラを中心に 

製品の展示をいたしますので、是非ご来場下さい。スタッフ一同心よりお待ちして 

おります。詳細は下記を御覧ください。 

 

◆━━━━◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇━━━━━━◆ 

 目次 

◆────◇─────────────────────────◇──────◆ 

【ニュース】 

●有機 ELフル HD 高解像度電子ビューファインダーを発売 

【製品フラッシュ】 

●有機 ELフル HD 高解像度電子ビューファインダー DF-3512 

【トピック】 

●InterBee2013 国際放送機器展事前情報・みどころ 

【イベント情報】 

●機材協力：4K olympAc 

●来場御礼：CEATEC JAPAN 2013（幕張メッセ 2013/10/1-5） 

●来場御礼：FPD International 2013（パシフィコ横浜 2013/10/23-25） 

●InterBEE 2013（幕張メッセ 2013/11/13-15） 

 

◆━━━━◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇━━━━━━◆ 

【ニュース】 

◆────◇─────────────────────────◇──────◆ 

●有機 ELフル HD 高解像度電子ビューファインダーを発売 

http://www.astrodesign.co.jp/japanese/news/news-20131001-1812.html 

 

◆━━━━◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇━━━━━━◆ 

【製品フラッシュ】 

◆────◇─────────────────────────◇──────◆ 

●有機 ELフル HD 高解像度電子ビューファインダー DF-3512 

 

http://www.astrodesign.co.jp/japanese
http://www.astrodesign.co.jp/japanese/news/news-20131001-1812.html


本製品は、表示デバイスにフル HD解像度（1920 x 1080）の有機 ELディスプレイを採 

用した高解像度 1080電子ビューファインダーです。プロフェッショナル用途の要求に 

応えた解像度、機能、操作性を備えております。 

 

─────────────────────────────────────── 

特長 

・フル HD OLEDを採用しています。 

・アイピースの着脱が可能です。 

・SDI入力でカメラの機種を問わず使用可能です。 

 

─────────────────────────────────────── 

機能 

・ピーキング表示（フォーカスアシスト） 

・ブライト/コントラスト/色温度設定/ガンマ/ゲイン/オフセット 

・フリップ表示（上下左右） 

・PsFとインターレースの自動識別（ペイロード） 

・ショートカットキー 

・Mag（×2、×4） 

・モノクロ表示 

・ゼブラ表示（白飛び、黒つぶれチェック） 

・マーカー表示（センター、フレーム） 

 

http://www.astrodesign.co.jp/japanese/product/df-3512 

 

────【事例・製品に関するお問い合わせ先】────────────────★ 

第一営業部 TEL:03-5734-6301 FAX:03-5734-6102 

大阪営業所 TEL:06-6328-8558 FAX:06-6328-5058 

http://www.astrodesign.co.jp/japanese/contact.html 

 

◆━━━━◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇━━━━━━◆ 

【トピック】 

◆────◇─────────────────────────◇──────◆ 

●InterBee2013 国際放送機器展事前情報・みどころ 

InterBEE 2013 

11月 13日から 3日間、幕張メッセにて開催される「InterBEE 2013」に出展致します。 

20小間内に、10コーナーに分けて最新製品のラインナップが一望できる製品の展示、 

デモンストレーションを行います。詳しくは、展示会場にてご覧ください。 

アストロデザイン技術＆製品情報誌（A-contents）Vol.4を会場にて配布いたします。 

 

主なみどころ 

◆◆ 

◆ 8K 

・超高精細 スーパーハイビジョン（8K VIDEO WALL） 

http://www.astrodesign.co.jp/japanese/product/df-3512
TEL:03-5734-6301
TEL:06-6328-8558
http://www.astrodesign.co.jp/japanese/contact.html


2011年からスーパーハイビジョン 8Kの上映を行なってきましたが、今年は、クリス 

ティー・デジタル・システム様と株式会社シーマ様の協力により、マイクロタイルを 

96面使用した 215インチ 8Kマルチ大画面表示の上映を行います。 

 

（協力） 

・クリスティー・デジタル・システム 

http://www.christiedigital.jp/ 

・株式会社シーマ 

http://www.cima-net.co.jp/ 

 

・関連製品 

ロンドンオリンピックで使用した SHVカラーグレングレーディング装置、ハイライト 

編集、スロー再生機を展示します。 

 

・カメラシステム 

先の NAB2013で好評でした 8Kカメラシステムの展示や 4Kカメラに代表される高精細 

カメラには、必須アイテムの有機 ELフル HD高解像度電子ビューファインダーの使用 

感を体験できます。 

 

【新製品】 

・単板式スーパーハイビジョン 8Kカメラ：AH-4800 

・有機 ELフル HD高解像度電子ビューファインダー：DF-3512 

 

◆◆ 

◆ 4K 

・ウルトラ CG 

超高精細なリアルタイムのコンピュータグラフィックス（CG）が体験出来るデモを行 

います。 

 

・収録・編集ソリューション 

4K収録・編集をイメージしたデモをご覧いただけます。また、4K再生装置の展示や、 

4K-SDI信号を HDMIに変換し 4Kテレビに表示する実機を使った展示を行います。 

 

【新製品】 

・8K/4K対応非圧縮 SSDレコーダー：HR-7512-C 

 

・デジタル信号発生器にコーナー 

次世代 HDMIや DisplayPort1.2にも対応した、最大 8Kの描画が実現できる信号発生器 

のデモご覧いただけます。 

 

◆◆ 

◆ 中継・伝送・配信 

中継・伝送・配信をイメージしたデモを中心としたシステムを展示します。スカパー 

http://www.christiedigital.jp/
http://www.cima-net.co.jp/


JSAT様の 4K中継などに使用した機材の展示や放送回線の緊急バックアップ伝送装置、 

TSまたは IPの信号発生器等、幅広い用途で使用可能な機器の展示を行います。 

 

【新製品】 

・MPEG MULTI BOX：CX-5540/CX-5532 

 

◆◆ 

◆ ラウドネス 

デジタルマスター、ファイリング（CMバンク/番組バンク）や編集室等で使用可能な 

ラウドネスに対応した製品群を展示します。 

 

【新製品】 

・3G/HD/SD-SDI、AES/EBU対応の高機能ラウドネスメーター：AM-3807-A 

 

◆◆ 

◆ 字幕・波形モニター 

波形、ベクトルといった信号品位の監視だけでなく、アンシラリー領域に重畳される 

字幕情報、民間制御信号や CMコード等といったデジタル情報の監視モニターを展示や 

映像解析に欠かせないに波形モニターも展示します。 

 

http://www.astrodesign.co.jp/japanese/event/event-20130925-1800.html 

 

◆━━━━◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇━━━━━━◆ 

【イベント情報】 

◆────◇─────────────────────────◇──────◆ 

【イベント】 

・4K olympAc 

会場：デジタルハリウッド大学 

会期：11月 30日(土) 13時～ 

 

[開催呼びかけ] 

麻倉怜士(デジタル AV評論家・日本画質学会副会長) 

杉山知之(デジタルハリウッド大学学長) 

[共催] 

月刊ニューメディア編集部 

デジタルハリウッド大学 

 

詳しくは、 

http://www.newww-media.co.jp/4kolympac.html 

 

【ご来場ありがとうございました】 

・CEATEC JAPAN 2013 

会場：幕張メッセ 

http://www.astrodesign.co.jp/japanese/event/event-20130925-1800.html
http://www.newww-media.co.jp/4kolympac.html


会期：10月 1日(火)～5日(土) 

http://www.ceatec.com/ja/ 

http://www.astrodesign.co.jp/japanese/event/event-20130820-1785.html 

▼Photoギャラリー 

http://www.astrodesign.co.jp/japanese/event/event-20130820-1785.html#report 

 

【ご来場ありがとうございました】 

・FPD International 2013 

会場：パシフィコ横浜 

会期：10月 23日(水)～25日(金) 

http://expo.nikkeibp.co.jp/fpd/2013/exhibitors/ 

http://www.astrodesign.co.jp/japanese/event/event-20130820-1787.html 

▼Photoギャラリー 

http://www.astrodesign.co.jp/japanese/event/event-20130820-1787.html#report 

 

【ご来場をお待ちしております】 

・InterBEE 2013 

会場：幕張メッセ 

会期：11月 13日(水)～15日(金) 

http://www.inter-bee.com/ja/ 

http://www.astrodesign.co.jp/japanese/event/event-20130925-1800.html 

 

◆━━━━◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇━━━━━━◆ 

 【スウェーデン便り】 

◆────◇─────────────────────────◇──────◆ 

スウェーデンメルマガ編集局より。 

今回はお休みします。次回をお楽しみに。 

 

▼▼▼▼▼▼▼▼───────────────────────▽──────▼ 

Twitter：https://twitter.com/AstrodesignInc 

facebook：http://www.facebook.com/astrodesigninc 

＊メルマガ、ホームページにはない情報も配信してます。 

 

▼▼▼▼▼▼▼▼───────────────────────▽──────▼ 

◆新規登録・登録内容の変更や配信停止はこちらからお願いします。 

  http://www.astrodesign.co.jp/japanese/astro/mailmag/index.html 

 ※新規登録をご希望の方がいらっしゃいましたら是非ご紹介下さい。 

 

◆その他ご意見・ご感想、ご興味のあるテーマ、取り上げて欲しいテーマ等 

 ございましたら下記編集部までお気軽にご連絡下さい。 

 https://www.astrodesign.co.jp/japanese/form/mailform.cgi?type=default 

 

※このメールは送信専用のメールアドレスから配信しています。 

http://www.ceatec.com/ja/
http://www.astrodesign.co.jp/japanese/event/event-20130820-1785.html
http://www.astrodesign.co.jp/japanese/event/event-20130820-1785.html#report
http://expo.nikkeibp.co.jp/fpd/2013/exhibitors/
http://www.astrodesign.co.jp/japanese/event/event-20130820-1787.html
http://www.astrodesign.co.jp/japanese/event/event-20130820-1787.html#report
http://www.inter-bee.com/ja/
http://www.astrodesign.co.jp/japanese/event/event-20130925-1800.html
https://twitter.com/AstrodesignInc
http://www.facebook.com/astrodesigninc
http://www.astrodesign.co.jp/japanese/astro/mailmag/index.html
https://www.astrodesign.co.jp/japanese/form/mailform.cgi?type=default


 このメールアドレスに返信いただいても、お答えできませんのでご了承ください。 

┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 

本メールの内容の無断複製、転載は禁じます。 

本メールマガジンの著作権はアストロデザイン株式会社に帰属します。 

Copyright 2012 ASTRODESIGN, Inc.  All rights reserved. 

┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘ 


