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ごあ いさつ
平素は,一般 社日］法 人東 北映 像製 作社 協会 の活 動に 格別 のご 支援,ご高 Ｅを 賜り 厚く御ﾈし串 し上 げま す。
さて,テレ ビ映 像は ４Ｋ,たに ８Ｋ へと 進化 して います.でに 動ｍ コン テン ツは,アニ メー ショ ンや ＣＧ 、Ｗ ｅｂ

でも 幅広 く活 用さ れて さま した.それ に伴 い制 作手 法や 制作 機材 等も 大き く進 化し ており,これ から の情 報収集
は困 難に なっ てい るの も事 実で す。

当協 会で は最新の 制作 にＭ する 情報,機器に関 する情報 を収集するた めの 「場」を提供する こと を目 的と して、
昨年にﾖ￨き続きF東牝牡像機器フェ スティバル2015」を開ま致します。
また,東北のコ ンテ ンツ 制作 の尚］上 を目 的と した 「東 北映像フェア2015」も日時開催致し ます。
ご夕￨もの時期 とは 存じ ますが,八東お繰 り合わせ の上 ご来場丁肖き ます 様お願い 串し上げます。

一般 社団 法人

東北 映像 製作 社協会
万事 夕及 川
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21馮回日参開・ 東北映像フェア2015
IE1 2015年6jﾓ13日（水）lo:oo〜17:oo
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2015年６万14日（木）10:00〜16:00
EIZIを1台サ ンプラザホール
￨●コ ー９社回ﾇま人乗ﾖﾋl央ｲ奈Ｗ 搾社 き台
E13 総務 省東 北総 合自 信局 ／経 済産 業省 東北経済 産業 局／ 宮城 県／ 仙台市
ＮＨ Ｋ仙 台放 送局 ／東 北放 送／ 仙台 放送 ／宮 城テ レビ 放送 ／東 日本 放送
日本ケー ブルテレ ビ連回東北支部／ 映像新聞社

EI3

日本映画テレビ技術協会／ 日本ほ明察協会東北支部

■出 展ス ペース
撮影 から 編集･送ｍ･ライブラ リー,そして中 継と映
像製 作に 関す るあ らゆ る機 器を 一堂 に集 めた 東口
本唯 一の 映像 に関 する 総合 磯村 展。

■協会企画展
○デ ジタ ルシ ネマ ソリ ュー ション
デジ タル に移 行し てい る映画･ＣＭ 業界.シネ
マカ メラ･４Ｋ カメ ラを 中心に2020年東 京オリ
ンピ ック を見 据え た撮 影機 材を 展示.普段 接す

るこ とが少な い機材に 触れるこ とが ｍ来 ます。

■セ ミナ ーコ ーナー
6j13日(水)13:00〜第３回 「東北映像フェア2015」表彰式

14:30〜4K番組 「Ｐ ｕｒ ｅＪ ａｐ ａｎ 美人のIR巡り」
カメラマン･編集マンからの報告
株式会社アド ックス
一般社回法人 乗北映像 製作社協会
6j14日(木)13:００〜4K映ｲ素制 作の 基礎
ソニ ーＰ ＣＬ(株)ビジ アル ソリ ュー ショ ン部

一般社団法大 日本ぼきテレ ビ技術協会

Ｃａ 災ア ーカ イブ 「み ちの くＳ 録伝」
東北大学災害 科学 ｍ際Ｍ宛所が 崖官 学の 磯Ｍ
と連携して,東日本犬震災 に関 する あら ゆる自a
憶, Rd録,事例,知見を収集し,分Ｆ横断 的な研
宛を展開 します.ここでは アー カイ ブの 映像の
ごく 一部 をご覧JIけます。

■ＣＡＦ Ｅエ リア ちょっと一息ら
商談に･打ち 合わ せに･ご白Etﾖにご 利用 くだ さい.（無 料）

1４:30〜ロ ケに おけ る照 明技 術映 像照 明に ついて
公社ﾈjl回法人日本照明察協台東北支部

■第3回東北映像フェア(映像コンテスト)
〜優秀作品制作社の表 彰と作品紹介〜
各部 門の 優秀作品 を上 映致 します.東北各地から 寄せ られた
力作 をお 楽し みく ださ い。

