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皆様こんにちは。 

 

寒さも和らぎだんだんと暖かくなってきました。桜だよりも届いており満開の所も 

ちらほらあるとか。 

 

さて今回は、4 月に開催する「4K･8K機材展」と「NAB SHOW 2018」の出展製品を 

紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。 

 

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

 目次 

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

【4K･8K機材展】出展製品 

 

【NAB SHOW 2018】出展製品 

 

【最新ファームウェア情報】 

●VG-879 

●VG-876 

●VA-1842 

●VA-1844/A 

 

【イベント情報】 

●4K･8K機材展 

（東京ビックサイト 西ホール「W3-23] 2018/4/4～4/6） 

●NAB SHOW 2018 

（アメリカ（ラスベガス)コンベンションセンター 2018/4/9～4/12） 

●来場御礼：A-PAB 4K8K 制作ワークショップ 2018 

（グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 「イベントラボ」 

 2018/1/25～1/26） 

 

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

【4K･8K機材展】出展製品 

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

●「4K･8K 機材展」に出展します。 

2018 年 4 月 4 日（水）-6 日（金）、東京ビックサイト 西ホール「W3-23]にて 

開催される展示会に出展致します。 

 



・SSD レコーダー HR-7518 

・8K 映像機器 

・8K × VR 

・リアルタイム MTF 測定装置 

・HDR 対応 4K コンバージョン 

 

http://www.astrodesign.co.jp/event/event-20180320-2722.html 

 

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

【NAB SHOW 2018】出展製品 

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

●「NAB SHOW 2018」に出展します。 

2018 年 4 月 9 日（月）-12 日（木）、アメリカ（ラスベガス)コンベンションセンター 

にて開催される展示会に出展致します。 

 

・8K VR 

・8K + HPC 

・8K 映像機器 

・リアルタイム MTF 測定装置 

・HDR 対応 4K コンバージョン 

 

http://www.astrodesign.co.jp/event/event-20180306-2715.html 

 

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

【最新ファームウェア情報】 

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

●VG-879 Ver1.30 

・取得した EDID 情報を LCDに表示する機能の追加 

・Multi VG Mode 設定に VG 分割の図表示を追加 

・設定項目で Combo Box 機能のものを選択した時に、設定項目の一覧を見せる 

  ように変更 

・LCD の明るさ設定を追加 

・LCD とキーの LED ON/OFF 機能を追加 

・Categoryに Sink の EDID を取得して出力できるサンプルタイミングを表示する 

  項目を追加 

・Categoryに Program Name 検索項目を追加 

・Color Space 変換時に InfoFrame も追従するモード追加 

・ConfigurationFile の Save と Load 機能の追加 

 

●VG-876 Ver5.10 

・Custom Key2 に「GCP Set AV-MUTE」と「GCP Clear AV-MUTE」を追加。 

・RB-1871 Custom Key2 に「GCP Set AV-MUTE」と「GCP Clear AV-MUTE」を追加 

 



●VA-1842 Ver.1.12 

・Dolby Vision 対応（InfoFrame のみ） ※要ライセンス 

・Audio Timing の Audio Type 表示に MPEG-4 ALS 追加 

・Generate機能 HDCP Config に HDCP Reset 機能追加 

・Video Data の Cupture Type：Pixe 時 色域ガイドライン追加 

・Video Data 読み込みコマンド[0x30 0x58]の Type：Pixel 時の不具合修正 

・General Control Packet の SET_AVMUTE , CLEAR_AVMUTE のパラメーターを 

 AVMUTE のステータス状態の表示から各フラグ(SET_AVMUTE , CLEAR_AVMUTE)の 

 値の表示に変更 

 

●VA-1844/A Ver.1.07 

・Action Setting に HDCP Input Support（Both / 1.4 Only / Not Support） 

 選択追加 

・DDC Monitor 表示 Type（Detail / Summary）選択追加 

・DDC / CEC Monitor 表示順（昇順 / 降順）選択追加 

・Generate機能 チェッカーパターン追加 

・Dolby Vision 対応（InfoFrame のみ） 

・Audio Timing の Audio Type 表示 圧縮音声対応 

・General Control Packet の SET_AVMUTE , CLEAR_AVMUTE のパラメーターを

AVMUTE 

 のステータス状態の表示から各フラグ(SET AVMUTE, CLEARAVMUTE)の値の表示に 

 変更 

 

●VA-1844/A Ver.1.08 

・CEC LOG書き込み不具合修正 

 

 詳しくは担当営業までお問い合わせください。 

 

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

営業本部 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/contact.html 

 

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

【イベント情報】 

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

【ご来場お待ちしております】 

●4K･8K機材展 

（東京ビックサイト 西ホール「W3-23] 2018/4/4～4/6） 

http://www.astrodesign.co.jp/event/event-20180320-2722.html 

 

●NAB SHOW 2018 

（アメリカ（ラスベガス)コンベンションセンター 2018/4/9～4/12） 



http://www.astrodesign.co.jp/event/event-20180306-2715.html 

 

【ご来場ありがとうございました】 

●A-PAB 4K8K制作ワークショップ 2018 

（グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 「イベントラボ」 

 2018/1/25～1/26） 

http://www.astrodesign.co.jp/event/event-20180111-2685.html#report 

 

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

最後までお読みいただきありがとうございました 

 

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

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。 

 

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

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/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。 

 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 2015 ASTRODESIGN, Inc.  All rights reserved. 
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