本紙は招待券の見本です。入場には実物の招待券が必要です。お申込みはこちら ▶▶▶ https://www.4k8k-expo.jp/inv/
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青海展示棟

最寄駅

会 場

招待券

あ

※ 2019年4月に新設

りんかい線「東京テレポート駅」
ゆりかもめ「青海駅」

7 月 17 日［水］〜19 日［金］10：00 〜18：00 1917 00

会 場： 青海展示棟 （東京テレポート駅 徒歩2分 / 青海駅 徒歩4分）
本券をお持ちでない場合、入場料

日［金］のみ
：
終了

¥ 5 , 000 / 人 。18 歳未満の方の入場は固くお断りします。

主催者

リード エグジビション ジャパン（株）
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階
TEL：03-6747-2560 FAX：03-6747-2561

最新情報は Web へ

▶

主催者

● 日本映像機材レンタル協会

来場対象者
放送分野 の 専門家
制作・編集

レンタル

産業分野 の ユーザー
医療機器

セキュリティ

◆
◆

製品 の 導入
新製品の発掘
技術相談

CDN

光スイッチ

波長計・光パワーメータ

水晶デバイス

コーデック

スイッチャー

アンテナ

光ファイバー・融着機

光学部品

シリコンフォトニクス

延長器・分配器

ケーブル・施工機材

変調器・計測器

光トランシーバ

ルータ・コネクタ

ラック・配線施工技術

2

レンズ・センサ
ドローン
4K・8Kカメラ
アーカイブ・LTO テープ
4K・8K映像編集システム 字幕生成・CG編集
データ圧縮技術
4K・8K動画配信サービス 測定器・アナライザ
放送向け AI 技術
ディスプレイ
デジタルサイネージ・VR …など

参加
歓迎

出展社

開会式 7初/17日 9：40〜
［水］

放送・通信分野 のトップ 50 名（予定）が 参列！

下記の メーカー・商社 など

4 K・8 K 撮影機材
映像コンテンツ制作・編集
高精細モニタ・サイネージ

教育施設

イベント会場

動画配信サービス

自治体

レジャー施設

VR・放送向け AI 技術

…など

クラウドサービス

（旧称 : 4 K・8K 機材展）

…など

0

…など

15,000

10,000

8,269
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映像技術 の 専門家 3 万名 が 来場

出展対象製品

5 G 通信システム
EMC/雷 /熱 対策
ミリ波対応低損失基板
特設

基地局アンテナ

電源・UPS・蓄電池

5Gチップ・無線モジュール
フッ素樹脂・LCP

同軸ケーブル・コネクタ
計測・解析・測定

…など

下記規格の技術・製品・サービス

LPWAゾーン

LoRa、Sigfox、Wi-SUN、FlexNet、NB-IoT、ZETA

前回（2018年）会場風景

…など

本図は実際のレイアウトと異なる場合がございます。

ご 注 意 会場 は

青海 展示棟 です（ 2019 年 4月
お

み

最寄駅：りんかい線 「東京テレポート駅」又は
東京 駅

19 分（ JR 新木場経由）

品川 駅

16 分（ J R 大 崎 経 由 ）

新宿 駅

23 分

新橋 駅

20 分
10 分

に 新設 ）

ゆりかもめ「青海駅」

＜りんかい線＞

東京テレポート 駅

＜ゆりかもめ＞

青海（あおみ）駅

徒歩
約2分

徒歩
約4分

※ 所要時間はダイヤ・交通状況により前後する場合があります。

前回（ 2018 年）の開会式風景

20,000

5G/IoT 通信展

あ

豊洲 駅

256

100

あ お み

ケーブルTV

◆

動画配信サービス

出展対象製品

予定

24,852

25,000

168

メディアコンバータ

4 K・8 K 映像技術展

30,000（名）

200

青海展示棟

テレビ局

商 談内容

光通信技術展

30,000 名

【来場者数 の 推移】

予定

250

可視光通信

2

380 社

300

光通信システム

● 放送サービス高度化推進協会

本展は 商談 のための 展示会 です

350

ライブ映像伝送

● BICSI日本支部

基調講演・特別講演 企業（一部抜粋）

（社）

光伝送装置

● 日本 CATV 技術協会

< 2019年3月25日現在。法人格略、五十音順 >

【出展社数 の 推移】

IP 伝送装置

…など

出展社・来場者 が 毎年増加！

150

回

● 電波技術協会

本招待券で
下記4展に入場可

出展対象製品

第

● 映像配信高度化機構

5 世代モバイル推進フォーラム

出展対象製品

連絡口

● デジタルサイネージコンソーシアム ● 日本映画テレビ技術協会

映像伝送 EXPO

19

連絡口

● 衛星放送協会

3

回

● ブロードバンド・アソシエーション

会場 の 規模 は 東京ドーム 2 個分 の 広さ です

※2

計 380 社が 出展

第

● 電波産業会

●第

（ 青海展示棟 ）

出入口

協賛団体

● 情報通信技術委員会

● IPTVフォーラム

● IPDCフォーラム

会場レイアウト図

www. 4 k 8 k-expo.jp

日本最大の見本市主催会社。 見本市は各産業を活性化させる という信念で、
リード エグジビション ジャパン（株） 4 K・8 K 映像技術展を はじめ 、年間 231 本を東京ビッグサイト、幕張メッセ、
いしづ み
インテックス大阪、ポートメッセなごや、パシフィコ横浜などで開催。今後、
代表取締役社長 石積 忠夫
全国で年間 300 本の開催を目指す。

出展社一覧
は裏 面 へ

本招待券に掲載の出展社数・来場者数および講演数は、同時開催展を含む2019年3月25日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減する可能性があります。※1 出展契約企業に加え、共同出展するグループ企業・パートナー企業数も含む。 ※2 グラウンド部分との比較。

回

当社があなたをご招待いたします

規模 が 1.5 倍 に 拡大！ 380 社 が 出展
第

ほか 2 展

（ 2018 年 ）

※1

連絡口

会 期： 2019 年

5 G/IoT 通信展

は

前回 と 比べ

回

第2回

通信・放送 Week

第

同時開催

広げて 両 面 を ご 覧 く だ さ い

前回比 1. 5 倍！ 380 社 が 出展

O
P
E
N
!

1/ 2

地図・時刻表 は Web へ ▶▶▶ www. 4 k 8 k-expo.jp

専門セミナー を 毎日開催！
全 50 講演
前回（2018年）のセミナー風景

詳細 は 裏面 へ

出展 まだ間に合います
お問合せは

Tel: 03 - 3349 - 8568

※本紙は招待券の見本です。入場に必要な招待券は
関連部署
、取引先、同業者の方へ 配布ください
下記よりお申込みください。

招待券
（無料）
のの追加請求
は
は
招待券
お申込み
映像技術展
4K8K（無料）
www. 4 k 8 k-expo.jp

検索

1名
こちら

本招待券 1 枚 で

のみ 入場可

2/ 2

※本紙は招待券の見本です。ご入場には実物の招待券が必要です。

招待券 申込み（無料）はこちら
通信・放送 Week セミナープログラム
5G/IoT 通信展 基調講演

同時通訳付 日／英

無料

5G-K 5 G 最前線！実用化に向けた政策・事業戦略

4K・8K 映像技術展 基調講演

無料

同時通訳付 日／英

4K8K-K 総務省・NHK が語る！今後の 4 K・8 K 放送と他分野応用

7 月 17 日［水］9:40〜12:00

次世代の高度情報通信
サービス実現に向けた展望

映像伝送 EXPO 基調講演

同時通訳付 日／英

www. 4 k 8 k-expo.jp/seminar/
光通信技術展 基調講演

FOE-K 実用化目前 5 G 、データセンターを支える光通信の最新技術動向

7 月 17 日［水］13:00〜14:30

リアルタイム伝送を実現する
次世代映像伝送サービスの最新技術

5G における富士通の取組みと今後の展望

NTT コミュニケーションズ（株）

総務省
情報流通行政局長
山田 真貴子

有料 ※VIP 無料

同時通訳付 日／英

7 月 19 日［金］10:00〜11:30

4K・8K 時代における放送政策

総務省
総合通信基盤局 局長
谷脇 康彦

無料

VCOM-K 拡大する映像配信ビジネスを支える最新技術動向

7 月 18 日［木］10:00〜11:30

※ 9:40〜 開会式
その後 講演が行われます

詳細、申込みは Web へ

事前申込制

富士通（株）
理事 ネットワークプロダクト事業本部長
妹尾 雅之

技術開発部 部長
山下 達也

来る 5G 社会に向けた KDDI の取組み

5G/IoT 通信展 特別講演

同時通訳付 日／英

5G-S1

7 月 17 日［水］15:30〜16:30

無料

来る 5G 社会に向けたソフトバンクの取組みと今後の戦略
ソフトバンク（株）モバイルネットワーク本部 本部長

4K・8K 映像技術展

Programmable World（プログラム可能な世界）の
ためのノキア 5G フューチャーX アーキテクチャー

5G が拓くデジタルトランスフォーメーション

（株）IMAGICA GROUP ビジネスディベロップメント部
ゼネラルプロデューサー クリエイティブストラテジスト 諸石 治之

5G における新たなビジネスチャンス
（一財）インターネット協会 理事長／（株）ブロードバンドタワー
代表取締役会長兼社長 CEO 藤原 洋

7 月 19 日［金］13:00〜14:00

楽天の 5G 戦略
楽天モバイル（株）
Chief Technology Officer ネットワーク本部 本部長 アミン タレック

LPWA セミナー

無料

IoT 通信を導入したい方、必聴！

▲
▲
▲

www. 4 k 8 k-expo.jp/seminar/

※ 7 月 17 日［水］〜19 日［金］はセミナー会場にて受講券を販売いたします。
（満席の際は、セミナー会場で受講券の販売を行いませんので、お早目にお申込み
ください。） ※申込み後のキャンセル・変更は一切お受けしておりません。
ご本人が受講できない場合、代理の方の出席をお願いいたします。

【お問合せ先】セミナー事務局
TEL： 03-5259-9056（受付時間：土・日・祝を除く10：00〜18：00）

同時通訳付 日／英

VCOM-S2

7 月 17 日［水］15:30〜16:30

米国市場トレンド : エッジエンコード技術による低コスト、
低遅延のライブストリーミング
Videon Central, Inc.CEO ／
北米高度 TV システムズ委員会／全米放送協会員 Todd A. Erdley
7 月 18 日［木］13:00〜14:00

VCOM-S3

7 月 18 日［木］15:30〜16:30

VCOM-S4

黒水 則顯

7 月 19 日［金］13:00〜14:00

現行放送と同一 ch で 4K 放送を実現する技術手法
〜3 階層 +4K-MIMO〜
並川 巌

●

Lumentum プロダクトマネジメントセンタ 主任技師 平本 清久

●

富士通オプティカルコンポーネンツ（株）オプティカルコンポーネンツ事業部 第三商品部

●

Applied Optoelectronics, Inc., Strategic Marketing & Standards Office,
Transceiver Technology, Assistant Vice President, David Chen

西原 真人

● 451

Research, Datacenter Networking, Senior Analyst, Craig Matsumoto

● US

Conec Ltd. フェロー・サイエンティスト、相談役 佐武 俊明

● IBM

T. J. Watson Research Center, Optical Link, System Design,
Research Staff Member, Daniel Kuchta

FOE-4 目指せ Over1Tbps 伝送！光デバイスとその周辺技術の展望を紐解く！
！

7 月 19 日［金］10:30〜12:30
●

NeoPhotonics Corp., SVP & GM, Chief Product Officer, Wupen Yuen

●

富士通オプティカルコンポーネンツ（株）
オプティカルコンポーネンツ事業部 第二商品部

●

日本電信電話（株）デバイスイノベーションセンタ 主幹研究員

川島 由匡
布谷 伸浩

Corp., Silicon Photonics Product Div., Data Center Products,
Director of Strategic Marketing, Scott Schube

● 日本電信電話
（株）NTT

先端集積デバイス研究所 上席特別研究員 松尾 慎治

● 住友電気工業
（株）光通信研究所

情報伝送技術研究部 主査

荒生 肇

FOE-6 5G やデータセンターを支える光ネットワークおよび機器の最新技術・市場・標準化動向

柴田 豊

4K・8K 活用セミナー

ICTリサーチ・コンサルティング部 上席主任研究員 岸田 重行

4K・8K がセキュリティにもたらす未来

●

Cignal AI, Directing Analyst, Andrew Schmitt

●

日本電気（株）コンバージドネットワーク開発本部 マネージャー

FOE-7 光通信技術の基礎 〜情報通信を支える光技術〜

セコム（株）執行役員 デジタル戦略企画室 室長

桑原 靖文
● 日本電信電話
（株）NTT未来ねっと研究所

フォトニックトランスポートネットワーク研究部 部長

● 日本大学

VR 映像配信を活用した新たなエンターテインメント体験
（株）ピクセラ 先端技術開発部 シニアエンジニア

鬼頭 和秀

前回（2018 年）のセミナー会場風景

富澤 将人

7 月 18 日［木］13:30〜15:30
執行役員 5Gイノベーション推進室 室長

華為技術日本（株）技術戦略本部 本部長補佐

●（株）
フジクラ

先端技術総合研究所 主席研究員

上道 雄介

7 月 19 日［金］10:30〜12:30
●（株）
フジクラ

自動車電装R&Dセンター 車載通信システム開発部 部長

□ C . 映像制作
□ I . その他（

□ D. 設計

□ E. 生産・製造

□ C . 課長クラス

□ D. 係長・主任クラス

□ E . 社員・職員クラス

□ B . 出展を検討したいので、詳しい資料がほしい。

□ F . 放送システム／デバイス
□ L . 教育・エンターテイメント
）
□ F .品質管理

中村 武宏

高田 輝文

FOE-9 自動運転を支える光応用技術

■アンケートにお答えください。

□ E. 通信システム／デバイス
□ K.医療機器メーカー

基礎講座

FOE-8 5G 本格導入前夜の最新動向 〜今後の 5 G サービス展開に向けて〜

●

●来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナーの開催案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。
掲載を希望されない場合は次の□にチェックを入れてください。 □
●展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。
●弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ (https://www.reedexpo.co.jp)をご覧ください。

□ D . 動画配信事業者
□ J. 防犯・警備・ビル管理会社
□ P. その他（

松井 淳一郎

理工学部 電子工学科 教授 大谷 昭仁

●（株）
NTTドコモ

TEL: 03 - 6747 - 2560 FAX: 03 - 6747 - 2561 E-mail: cbw-vis@reedexpo.co.jp

）

4 k 8 k-14

※一度登録されますと、会期中 3日間有効ですので、入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。

● 東京工業大学

科学技術創成研究院 院長／教授

大庭 清嗣

小山 二三夫

● 講師選定中

FOE-10 5G 本格導入前夜の最新動向 〜光ネットワークへの期待〜

7 月 19 日［金］13:30〜15:30
●

日本電信電話（株）NTTアクセスサービスシステム研究所
光アクセス基盤プロジェクト プロジェクトマネージャ 寺田 純

●（株）KDDI総合研究所
●

光アクセスネットワークグループ グループリーダー 西村 公佐

東京大学 大学院情報学環 教授

※敬称略。2019年4月12日現在。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合、およびテキスト配付の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。なお、掲載枠上 講師の役職・所属を省略させていただいている場合もございます。

中尾 彰宏

•5G/6G/10G for LTE…LTE SFP+
5G/6G/10G Duplex, BIDI LTE
SFP+ 5G/6G/10G CWDM, DWDM

EAST TENDER
OPTOELECTRONICS CORP.
•Optical Filters…Filters used in
optical communication such
as 5G network and cloud data
center.

•CEx for GPON/XGS-PON/NG-PON2
and 5G Mobile…Convergence
solution for GPON/XGS-PON/NGPON2 and 5G
ETSCマイクロデバイス（株）
•レーザーダイオード試験…バーンイン、寿
命テスト、およびベンダー認定に使用され
ます。

YEAR ROUND TECHNOLOGY
CORPORATION
•Fiber Optical…Design good
tooling for die-casting. Provide
good quality of Goods. Good
capabilities

INTEC E&C CO., LTD.
•25G LWDM SFP28, 25G DWDM
SFP28…IT Temperature 30km for
LWDM and 15km for DWDM High
sensitivity
Viaviソリューションズ（株）
•ONT 800G FLEX ２ポート テスト
モジュール …400/200G /4x100G, 2ポート
(QSFP-DD/56/28 ), R&DからSVT

WUHAN ETERNAL
TECHNOLOGIES CO., LTD.

•OCI-1500…Sensing spatial
resolution: 5mm. Measurement
range: 100m (support upgrade)
（メーカー名：Junno）

HFR, INC.

•HL7180XG…It supports 8 G-PON/
XG-PON/XGS-PON ports selevtively
and 2 NG-PON2 ports per unit.

A-ONE TECHNOLOGY LTD.
•ピッグテール ファイバー
…低挿入損失、高信頼性

EXFO

•CTP10 - 受動光学部品テスト
…DWDMネットワークとフォトニック集積
回路のテスト

…異常発熱・過電流検知機能を搭載した

7 月 18 日［木］10:30〜12:30

7 月 17 日［水］15:30〜16:30

EOPTOLINK TECHNOLOGY
INC., LTD.

Type-Cケーブル

（株）オプトゲート
•OCCR 光コネクタ断線検出器…光ファイ
バ断線検出器OCCRは光デバイス内のファ
イバ断線を検出します。

OPTO MARINE CO., LTD.

シロスコープ …これまで困難だったことを
実現する

（株）工業通信
•月刊『 OPTCOM 』…通信・映像伝送イン
フラの情報サイト
『 OPTCOM 』から抜粋
した有料記事を冊子にして無料配布

湖北工業（株）
•狭ピッチ多芯光ファイバアレイ・アセンブリ
サイバネットシステム（株）
•RSoft Photonic System Design
Suite…光通信システム設計解析環境
（メーカー名：Synopsys,Inc社）
SANOC（SANWAY
OPTOELECTRONICS TECH. CORP.）
•100G QSFP28 / 40G QSFP+ トラ
ンシーバ…100G QSFP28 SR4/
CWDM4/LR4/PSM4 and 40G
QSFP+トランシーバ
サンインスツルメント
（株）
•液晶タイプ(LC)オプティカルスペクトラム
ジェネレーター…低ロス、低PDL、ゲイン
イコライザ用にお勧めです

santec（株）

•波長可変光源 (フラッグシップモデル), TSL770…広帯域可変、高速掃引、高精度、狭線幅
三和電気工業（株）
•MPOカセットモジュール…IDF盤やラック
間等の配線施工を容易にする省配線化を
目的としたMPO-LC変換カセット。

XIAMEN BEOGOLD
TECHNOLOGY CO., LTD.

•MEMS Optical Switch…MEMS技
術,小型パッケージ,高い安定性と信頼性,
光路にエポキシなし,ノンラッチ

JGR OPTICS INC.

•RL1 Return Loss Meter…IL, RL, SelfCalibration, Auto-Start, Wireless
Remote Head, Ethernet, USB

General Photonics Corporation
SHENZHEN PUHUIXIN
TECHNOLOGY CO., LTD.

•Fiber Optic Couplers…Complete
product series, High reliability and
stability, Low insertion loss.

SHENZHEN YOUNGSUN COM
OPTICAL FIBER CABLE CO., LTD.
•光ファイバーケーブル…データセンター

用のケーブル製造を専門としています。

深圳市易飛揚通信技術有限公司
•200G QSFP-DD PSM8 Optical
Transceiver …low cost

SHANGHAI ORIGINAL ADVANCED
COMPOUNDS CO., LTD.
•Lshf Compound for Butterfly
Cable…FTTX, IEC60332-1 applied
to optical cable
（メーカー名：Manufacturer）

SHANGHAI STONE
COMMUNICATION TECH. CO., LTD.

XGIGA Communication
Technology CO., LTD.

•Fiber Optic Test Instrument
and device…Complete solution
for the fiber optic test, MPO
measurement

•OPTICAL TRANSCEIVER
SHANGHAI LONBOOM
…Optical transceiver for all kinds of LIMITED
applications.
•Fiber Array…1.High liability,
qualified by Telcordia Test
（株）X-one Technologies
2.Unique knowhow improve the
•GLsun…光スイッチに特化した専業メー
performance
カーです（メーカー名：Glsun science
and Tech Co., Ltd.）
（株）正電社
ZHONGSHAN
MEISU
アドバンステクノロジ
（株）
NTT
•光コネクタ製造ソリューション…光コネクタ製 TECHNOLOGY CO., LTD.
…
造のための装置をラインナップしています。 •PM Fiber Array Channel: up to
64 Core Pitch: 127um, 250um or
NTTエレクトロニクス（株）
specified Tolerance:0.5um High ER
ＮＴＴレンタル・エンジニアリング（株）

SICHUAN JIUZHOU OPTOAPAC OPTO ELECTRONICS INC. ELECTRONICS LTD.
•25GBASE SFP28 Optical
Transceiver…Compliant with
25GBASE Ethernet and SFP+ MSA
エム・エー・ジェー（株）

OZ OPTICS LTD.

•Laser diode, photodiode,1~10G
T/ROSA,1.25G/2.5G PON ONU/
OLT BOSA ,25G, 40G, 100G OSA
…CWDM/DWDM laser
住友電気工業（株）
•小型光ファイバ融着接続機TYPE-201e

•Precision Fiber Optic Collimator/
シリーズ…超軽量、操作簡単、高速
Focuser Array…High density ER
Low insertion loss, backreflection （株）セスナ
AUXORA（SHENZHEN）, INC.
•ULM Photonics製VCSEL/PD素子…
高性能な光通信用途のVCSEL/PD素子
•Optical Passive Component and
_5Gbps, 14Gbps, 25Gbps
Module…High relibility; Low cost;
Customized available;
（株）扇港産業
•ＣＳコネクタ…小型2心コネクタ
OPTEK SYSTEMS
•LC500 レーザーのファイバー切断装置
大陽ステンレススプリング（株）
…レーザーで、ファイバーを切断する加工装置 •光コネクター用割りスリーブ…多彩な品
です

オプトウェイテクノロジー

JIANGXI RUIYUAN PRECISION
MACHNING CO., LTD.
•Receptacle…low insert loss,high
return loss, high precision,high
stability,high cost performance,

CHENGDU GANIDE
TECHNOLOGY CO., LTD.

•25Gbps Transimpedance
Amplifier…High sensitivity, high
speed, low power consumption,
low noise

CHENGDU XINGXINGRONG
COMMUNICATION
TECHNOLOGY CO., LTD.

•Fiber Optic Sleeves…provide a
good protection for the spliced
fibers during fiber optic splicing.

Discovery Semiconductors Inc.
データコントロルズ（株）
•WDMマルチプロトコルリピータ
DCWDM2108H…センター間接続など
大容量長距離伝送とファイバコストの削
減が可能

（株）テクニカル
•微小プリズム

…極めて小さなプリズムを製作します。

DIMENSION TECHNOLOGY
CO., LTD.

•AUTOGETWIFI…Portable, with
integrated display Foldable
inspector Wireless transmission
富田精工機械有限公司
•MPOコネクターPIN …35年一貫した精
密金属加工のノウハウを活かし超低価格
を実現

質レベルを選択可能。低価格、短納期に対
応します。是非お見積下さい。

FLYIN OPTRONICS CO., LTD.

•CWDM DWDM FWDM …Flyin's
WDM with low insertion loss, high
isolation.
古河電気工業（株）

Polatis

（株）三喜
•MPO用IL/RL測定システム…全心の光
変動を同時にモニタリング！

緑屋電気（株）
•光トランシーバ各種…カスタム製品にも
対応致します。
（メーカー名：JT Inc.）

YANGTZE OPTICAL FIBRE
AND CABLE JOINT STOCK
LIMITED COMPANY

•Dispersion Management
Module…Broadband dispersion
compensation, low inseration loss
横河計測（株）
•光パルス試験器（AQ1210シリーズ）

…ハンディ型・静電容量式タッチスクリーン
採用 1筐体に多彩な機能搭載

（株）LiComm
•SFP+EDFA…世界初のプラグインが可
能な SFP+EDFA
（株）ライスター・テクノロジーズ
•マイクロレンズ、マイクロレンズアレイ
…マイクロレンズ、マイクロレンズアレイ
等（カスタム対応も可能です）
（メーカー
名：Axetris AG (Company of the
Leister Group)）

LIVERAGE TECHNOLOGY INC.
•Bit Error Rate Tester…100 Gbps
QSFP28 Transceiver Module

Qualification Supports 25G x 4 CH
Domaille Engineering
Testing
TRIPLE-STONE TECHNOLOGY
（株）
リンクスウェブ
CO., LTD.
•the leader of miniaturized fiberoptic devices…Mini size, high
quality

DONGGUAN SOMACIS
GRAPHIC PCB

•100G high speed PCB and rigid
flex…100G high speed PCB and
rigid flex used in 100G optical
modules

DONGGUAN LIANGANG
OPTOELECTRONIC
TECHNOLOGY CO., LTD.

•AOC BREAKOUT CABLE
…AOC CABLE
•Ultra-Narrow Linewidth Laser…
Narrow linewidth <3kHz High output （株）七星科学研究所
power High stability & reliability
•4K光通信機器 VP-1004シリーズ
GLsun Science And Tech Co., Ltd. …4K映像信号を最大１0ｋｍまで延長する

HYC CO., LTD.

•16C&32C MPO Connector…An
independent push-pull tab for option

下記の出展社一覧は 会期 約 3 カ月半前のものです。最新の出展社一覧は随時
ホームページにて公開します。なお、開催時には増減する可能性があります。

（2019 年 3 月 25 日現在）

•650nm / 850nm fiber optic
transmitter and receiver …
Noise immune and long link
communication
多チャンネルの大規模スイッチ切替を実現
（株）オプトロンサイエンス
するための接続デバイスです。
•アナログ・ミックスドシグナルCMOS
Apogee Optocom Co., Ltd.
ドライバ。
IC PHY IC…CMOS TIA、
•Filters
25G100G用CMOS IC（メーカー名：
…For 5G application and Data center
HiLight Semiconductor Ltd.）
（株）アルネアラボラトリ
キーサイト・テクノロジー（株）
•光マルチテスタ…パワーセンサ、アッテ
•Infiniium UXRシリーズ リアルタイムオ
ネータ、光スイッチに対応！用途に合わせ

エスエス電子（株）
•焼損事故防止機能付きUSBケーブル

●（株）
情報通信総合研究所

無料
7 月 17 日［水］13:30〜14:30

□ C . 映像制作／ポストプロダクション
□ I . 電設工事業者
□ O. 商社・代理店

•Micro lens /Micro lens array…For
Single/Multi-Mode application.
We welcome all customized
projects.
アダマンド並木精密宝石（株）
•2Dファイバアレイ…2Dファイバアレイは

YELO

● Intel

ご来場前に下記項目にご記入のうえ、名刺 2 枚を添えて展示会場受付にご提出ください。引換えに入場者バッジをお渡しします。
会場内でのカメラ、ビデオ撮影などは固くお断りします。 ● 通信・放送 Week 内の全ての展示会にご入場いただけます。

1. あなたの会社（または団体 ）の業種は？
□ A. 通信事業者
□ B. 放送／CATV事業者
□ G. データセンター事業者
□ H .システムインテグレータ
□ M. 電力・交通
□ N. 官公庁・自治体
2. あなたの職種は？
□ A. 技術
□ B. 研究・開発
□ G. 購買
□ H . 営業・マーケティング
3. あなたの役職は？
□ A. 社長・役員クラス
□ B. 部長・次長クラス
4. 次回（2020年）の出展について
□ A.出展したいので、連絡がほしい。

7 月 18 日［木］10:30〜12:30

7 月 17 日［水］10:30〜12:30

〒 163 - 0570 東京都新宿区西新宿 1 - 26 - 2 新宿野村ビル 18 階

●
●

研究マネジャー 淡路 祥成

FOE-2 次世代ネットワークを牽引する 400G/1T クラス光トランシーバの技術動向

7 月 19 日［金］13:30〜15:30

主催者 リード エグジビション ジャパン株式会社 通信・放送 Week 事務局

本展に関する問合せは

●（国研）
情報通信研究機構

FOE-5 大容量光通信を支える光機能集積回路の最新技術と今後の展望

LDM 技術を用いた地上デジタル放送高度化の検討

4K8K-2

＜第19回 光通信技術展 -FOE-＞
ASIA OPTICAL CO., INC.

EAST PHOTONICS

7 月 18 日［木］13:30〜15:30

アカマイ・テクノロジーズ（同）
メディア プロダクト マネジメント プロダクトマネージャー 伊藤 崇

WOWOW が描く今後の放送・映像配信ビジネス（仮）

関西テレビ放送（株）放送技術局 シニア・マネジャー

Director of Strategic Marketing, Robert Lingle Jr.

FOE-3 データセンターの最新動向

（株）ＷＯＷＯＷ 取締役副社長

4K8K-1

セミナーの申込みは Web から

アクセスサービスシステム研究所 所内設備グループリーダ 片山 和典

アカマイの最新映像伝送技術（仮）

講師選定中（最新情報は Web をご覧ください）

4K8K-S5

（ FOE 1〜 6 ）

FOE-1 スマート社会（ Society 5 . 0 ）を支え、牽引する光ファイバ技術

● OFS,

4K/ 低遅延ライブ配信を支える

7 月 18 日［木］15:30〜16:30

4K8K-S4

光通信技術展 専門技術セミナー

有料

● 日本電信電話
（株）

講師選定中（最新情報は Web をご覧ください）

ソニーホームエンタテインメント＆サウンドプロダクツ（株）
TV 事業本部 技術戦略室 主幹技師 小倉 敏之

（株）TBS テレビ メディア企画室 担当局次長

通信事業者、デバイス、アプリケーションなど、各社のサービス、
取組みについて展示会場内でご聴講いただけます。

7 月 17 日［水］13:00〜14:00

VCOM-S1

青山 友紀

7 月 17 日［水］15:30〜16:30

4K8K-S3

IoT に向けた無線通信技術として注目を集める「 LPWA 」。

来場者登録欄

7 月 17 日［水］13:30〜14:30

（特非）ブロ−ドバンド・アソシエ−ション 理事長

（株）NTTドコモ
取締役常務執行役員（ CTO ）R&D イノベーション本部長 中村 寛

7 月 19 日［金］10:00〜11:00

映像伝送 EXPO 特別講演

無料

同時通訳付 日／英

7 月 17 日［水］10:30〜12:30

ソニーが考える 8K の真の価値と高画質技術の進化

〜ビジネスを革新する協創イノベーション〜

5G-S5

7 月 17 日［水］9:40〜11:30

ニューメディアからマルチメディアそしてフュージョン
メディアへ 〜IoT・AI による映像と実体の融合をめざして〜

7 月 18 日［木］13:00〜14:00

5G-S4

無料

〜メディアテクノロジーがアップデートする未来〜

4K8K-S2

出展社一 覧

アンリツ（株）
•400G PAM4評価ソリューション…PAM4
信号を使用するTOSA、
ドライバIC、光モ
ジュールのBERや波形品質評価に対応

講師選定中（最新情報は Web をご覧ください）

4K/8K/ 超高精細メディアのビジネス開発と展望

Nokia Corp.,
Architecture and Technology, Vice President, Lauri Oksanen
5G-S3

特別講演

4K8K-S1 ※ 9:40〜 開会式 その後 講演が行われます

野田 真

7 月 18 日［木］10:00〜11:00

5G-S2

講師選定中（最新情報は Web をご覧ください）

日本放送協会

執行役員常務 技術統括本部 技術企画本部長
赤木 篤志

https://www.4k8k-expo.jp/inv/

て自由にカスタマイズ可能！

日本放送協会による講演（タイトル選定中）

KDDI（株）

▶▶▶

ユニット

•100G QSFP28 / 40G QSFP+ ト
ランシーバ…100G QSFP28 SR4/
CWDM4/LR4/PSM4 and 40G
QSFP+トランシーバ（メーカー名：
SANOC）

Luna Innovations Inc.

（株）キョウデン
（株）大真空
•ミリ波レーダー基板…フッ素樹脂、液晶ポ •温度センサ内蔵水晶振動子…5G/IoT向
リマー等の低誘電材料利用。QRコードで
けに1210、1612サイズの製品をライン
のトレサビリティも導入。

て数多く使用されております。

コーンズテクノロジー（株）
•28GHz対応5G向けフェイズドアレイアン
テナ…5G基地局向けMIMO・ビームフォー
ミング対応Phased Array Antenna
（メーカー名：ギャップウェーブ）

湖北奥馬電子科技有限公司
•フレキシブル銅張積層板(FCCL)…優れ
た高速伝送性能を有する、5G対応高速伝
送FCCLです。
小峰無線電機（株）
•ロバスト光ケーブル…ステンレスモノコイ
ルを内蔵した丈夫な光ケーブル。屋外や
往来の多い場所で活躍します。

SiTime Corporation,
a MegaChips company

•SiT571x Emerald Platform
…Stratum 3E MEMS OCXO（恒温槽
制御型発振器）

SOUTHWEST MICROWAVE, INC.

（株）サンコーシヤ
•各種保安器（SPD）…電源・通信・LAN・同

＜第2回 5G/IoT通信展＞
IoTBASE（株）
アイ・サイナップ（株）
旭化成（株）
•パルシャット…パルシャットは薄型・軽量

（株）サンダイヤ
•防災、非常用無線中継局向け油庫…厳し

で、広い周波数帯域で抑制性能を実現し
たノイズ抑制シートです。

…無線基地局などの無停電電源として約
１週間のバックアップが可能。

▶▶▶

www.4k8k-expo.jp

（株）ソリトンシステムズ
•Smart-telecaster Zao-S
…LTEなどの公衆モバイル回線を使い、

高品質な映像を伝送するソリューションです。

（株）電波タイム社
•電波タイムズ

…日本で唯一の放送・情報通信の専門紙
ミニサーキットヨコハマ（株）
日鉄溶接工業（株）
•USB/LAN制御プログラマブル・アッテ
ネータ…30GHz対応。最大減衰量30dB。 •光ファイバケーブル PICOLOOP
…同軸ケーブルと同じように扱える光ファ
0.5dBステップ。最大25台制御可能。
イバケーブルに興味はありませんか？
（メーカー名：Mini-Circuits）
日本電業工作
（株）
METAMAGNETICS
INC.
KUNSHAN SHINTO
•FalconWAVE Eco２
•Auto tune Filter…alternative to
ELECTRONICS TECHNOLOGY
…低消費電力特性に特化した長距離無線
limiters and filters
CO., LTD.
LAN 4.9GHz帯・2.4GHz帯の2種類を
•RF CONNECTORS, RF CABLE
森田テック（株）
用意
ASSEMBLIES, ADAPTORS
連続飛行が可能な全天候型ロボットです。 •５G測定ソリューション
…SMA CONNECTOR, BNC
日本マルコ
（株）
…OTA試験環境・総合評価用シールド
（メーカー名：ARIA INSGHITS）
CONNECTOR, MMCX
•ビーム拡張型光コネクタ
ボックス(アンテナカプラ組み込み）実機
CONNECTOR（メーカー名：SHINTO） （株）タブレイン
…優れた耐久性と通信安定性を発揮します
！
展示
KCCSモバイルエンジニアリング（株） （株）多摩川電子
日本ワムネット
（株）
（株）山小電機製作所
•5G用RFデバイスコンポーネント…5G
COPARTNER TECH CORP.
•DIRECT!
EXTREME
•ユニバーサルクランパー
周波数対応 RFデバイスコンポーネント、
…超高速大容量データ転送クラウドサービス
•AISGケーブル…AISGケーブルは主に
…既設置の各種型鋼へ、下面・横面のＭ
MINI DINコネクタ使用製品です。
基地局、5G設備等でアンテナ制御用とし
１２を利用して各種支持具を取付可能です （株）
ピーエスアイ

クズミ電子工業（株）
•LTE-M対応監視端末…低消費電力技術
eDRXにも対応、IoTサービス向け通信方
式「LTE-M」対応の監視端末です。
（株）グレープシステム

レオーニファイバーオプティクス
•データコムソリューションズ…自社開発

光ファイバ、ケーブルアセンブリおよびス
イッチ

アップ

KINSUN INDUSTRIES INC.
ダイセルポリマー（株）
QUINSTAR TECHNOLOGY, INC. Tai-Saw Technology Co., Ltd.

マイクロウェーブファクトリー（株）
MicroWorld（株）
三菱ガス化学（株）
•直接メタノール形燃料電池電源システム

最新の出展社情報は、公式ＨＰへ

軸線など各種回線に対応した雷対策製品
をラインアップしております。

い環境下でも発電設備へ燃料を安定して
供給する油庫です。

サンテレホン（株）
•携帯基地局部材…アンテナ・DAS・ケーブ
ル・コネクタ・キャビネット・金物・配線部材・

通信機器・電源設備
（株）アステム
（株）日新化成
山洋電気（株）
アスニクス（株）
•MTフェルール…高精度多芯MTフェルール、
•ハイブリッド給電方式UPS「SANUPS
•SAWフィルタ…IF帯/特定小電力無線
ランダム接続でIL 0.35dB以下を実現
E11B」…幅広い入力電源範囲と使用温度
局用/5Gなど、多岐にわたる豊富なライ
範囲により，
グローバルに使用。
日東工業（株）
ンナップが特徴です。
（メーカー名：Tai•情報・通信関連製品…拡大する光ネット
（株）CQ出版
Saw Technology Co., Ltd.）
ワークインフラを支える
•トランジスタ技術…1964年の創刊から約
アズビル金門（株）
日本ラディアル（株）
現在も多くのエンジニア
55年に渡り発行し，
•スマートソリューション…LPWAを活用し
に愛読されています．
•F-LIGHT…F-Lightは、ボード間やボッ
たガス・水道メーターソリューションや導
クス間のアプリケーション用に設計され
入事例のご紹介
（株）シーンズ
た、自由空間光トランシーバです。
•ポータブル蓄電池PowerGo(パワーゴー)
（株）アプトポッド
ネオフォト二クス
…小型から大型まで可搬型に特化した蓄電池
•intdash…世界最高速レベルの双方向
を展示
•uITLA…Ultra-narrow linewidth Full
データストリーミングを実現するエクスト
C- and L- Band tuning Ideal for
リームIoTフレームワーク
JSR（株）
100/400 Gbps coherent systems
イワブチ（株）
JQL Electronics Inc.
ネクストロム
•アンテナ取付金具
（株）ジェーピージェネレーターズ
•ネクストロム光ファイバ紡糸機
（株）インプレス
（株）指月電機製作所
OFC20SF研究・特殊ファイバ用
•インプレスSmartGridニューズレター
•瞬時電圧低下補償装置 SAG-Backup
…母材径15-50mm, 長さ 10-200cm
…エネルギーとIoTの融合時代を拓く
ラックマウントタイプ…ラックに収納可能
ハイソル（株）
専門メディア
な小型軽量の瞬低補償装置です。
•超高速温度環境試験装置 TA-5000
WIN 2000 TELECOM. CO., LTD. 島田理化工業（株）
…局所的な環境を超高速温度サイクル
•Phone
case
•28GHz帯送受信モジュール…送受共用
（メーカー名：MPI Thermal）
…TPU/PC/co-mould case
ANTと送受信MDLを一体化、高速切替
（株）ハイテック
SWとバイアス制御でTDD動作が可能
（株）ウフル
•光リフレクトメータ OCDR-1000
（株）エイビット
JIAXING GLEAD
…光コンポーネント不良解析、光路分析
ELECTRONICS
CO., LTD.
•5GNR対応端末シミュレータAU-300
（メーカー名：ジェネラルフォトニクス）
…5GNR基地局評価用簡易端末シミュ
（一社）情報通信技術委員会
PACIFIC（LIAOCHENG）
の検証が可能
レータで
HARQ
•ネットワークのソフトウェア化・スライシング
OPTOELECTRONIC
TECHNOLOGY CO., LTD.
AINFO（HK）Limited
進工業（株）
•Optical Transceivers and VCSEL
AVX EC&IS（株）
•高周波チップアッテネータ ATS シリー
chips…high-performance,
ズ…30GHzまでの高周波領域で使用で
•ミリ波アンテナ測定電波暗室システム
cost-effective for various ICT
…20GHz-67GHzのミリ波帯の5G機器
きるチップアッテネータ。
applications
の無線テストと検証用
（株）住化分析センター
PE.Fiberoptics
（株）エコ・テクノロジー
•高周波対応材料の評価・解析…材料解析
VeEX／メインテクノロジー
に必要な吸水率、剥離強度、収縮率等の
SMK（株）
•MPAマルチプロトコルアナライザ
各種材料評価を提供します。
ジャパン（株）
SGS
10/100/400G…コンパクトなプラッ
SMITHS
INTERCONNECT
機器向け認証・試験サービス
•5G
トフォーム・全ポートを同時に独立動作
…SGSは5G機器に要求される各種試験・ 3D Glass Solutions, Inc.
（メーカー名：VeEX）
認証サービスを提供いたします。
ＺＥＴＡアライアンス
PPI INC.
SBクリエイティブ（株）
•ZETA LPWAネットワークシステム
•Optical Power Meter …Using PLC
•ビジネス＋ITマガジン
…低消費電力メッシュアクセスの実現に
based CWDM/DWDM device.
…ビジネスパーソン必見！Webメディア「ビジ
より、格段に優れたIoTインフラを提供！
光貿易（株）
ネス＋IT」より人気記事抜粋の冊子を配布！
（メーカー名：ZiFiSense）
•28/56Gbaud PAM4 トランスミッタ
（株）GENECH DATA SOLUTINS
(ModBox)…PAM4テストソリューション XDK COMMUNICATION
EQUIPMENT（HUIZHOU）CO., LTD. •IoT Station…お客様のアイデアを形に
に最適（メーカー名：iXblue）
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株） するIoTプラットフォーム
（株）ヒキフネ
NTTコミュニケーションズ（株）
（株）ゼファー
•メタライズファイバ…メタライズファイバ
•モバイルアンテナ…素材を選ばず、今
NTTテクノクロス（株）
は石英ガラスファイバにめっきする技術
お使いの材料をそのまま使えることがゼ
•プライベートLTEソリューション
です。
ファーならではの特徴です。
…LTEを活用したプライベートなモバイル
BICSI日本支部
通信環境が構築できます。
セブンシックス
（株）
•ANSI/BICSI002-2014
沖電気工業（株）
•高速フォトディテクタ…5Gでの実用化が
…「Data Center Design and
期待されている
RoF用の高速フォロディ
Implementation Best Practices」
オプテックス（株）
テクタです。
（メーカー名：Finisar）
（株）ファイ・マイクロテック
（株）オリジン
綜合電子
（株）
•超広帯域FM復調IC…5GHz以上の復調 （株）川島製作所
•SP32T…納入実績4万台。自社製ＰＩＮダイオー
帯域を有する超広帯域FM復調ICです。
•光ファイバーコード
ドスイッチ。40GHzまでカスタム対応可能。
FITTECH CO., LTD.
…フィードスルーファイバーアレイ、ガラス
•VCSEL(PD) probing and testing system キャピラリコード、その他光ファイバーコード ソンジ インダストリアル（株）
（旧名称
: WISOL）
…Support LIV curve measurement
（株）きもと
（株）フジクラ
•プロセーブ…Prosaveシリーズは糊残り ダイキン工業（株）
フッ素化学製品
•
の少ない工程用粘着フィルムです。
•多心光ファイバカッタCT50…切断刃/ク
「低誘電率」
「低屈折率」
ランプパーツ交換がユーザーで可能
京セラコミュニケーションシステム（株） …「撥水性」
大研化学工業（株）
富士通オプティカルコンポーネンツ（株） •グローバルIoTネットワーク「Sigfox」
•誘電体セラミックス 誘電体共振器…原
…低価格・低消費電力・長距離伝送が特長
•400G QSFP56-DD FR4/LR4トラン
料から成型、焼成、加工、メタライズまで最
のグローバルIoTネットワーク（メーカー
シーバ…100G Lambda MSA 400G高の技術で対応します。
名：Sigfox社）
FR4/LR4、及びQSFP56-DD MSA準拠

台湾貿易センター
•Trade promotion for ITC industry
…Assist Taiwan ITC companies to
develop international market
タトンテクノロジー
•SoundMachine SMC-5550/IRIS
…メッシュAI Wi-Fi
田中電気（株）
•有線監視ドローンPARC…２４時間７日間

DANYANG YUQIAO
PRECISION COMPONENT
CO., LTD.

LANJIAN ELECTRONICS

•同軸コネクタ/変換アダプター
…110GHzまでの高周波対応同軸コネク

•SESPM1040-541-LT シリーズ
…IEEE802.3bt準拠屋外用PoE++ス

イッチ（メーカー名：
トランジションネット

日本サムスン（株）
•860 PRO…V-NANDテクノロジとアル

ゴリズムベースの堅牢なコントローラを搭

載したSSD（メーカー名：サムスン）
（株）PALTEK
•EHU-3410E/D…日本初、SRT技術を
搭載した、4K/2K対応IPコーデック装置
（メーカー名：
（株）エクスプローラ）

ビジュアルテクノロジー（株）
ビデオトロン（株）
•12G対応マトリックススイッチャー
MTX-70Uシリーズ
ブラックマジックデザイン（株）
（株）Project White
（株）朋栄エレテックス
•ESG-4200…IP、12G-SDIを含め多様
な4K信号出力に対応。異なった2種類の
信号を出力可能。

三友（株）
ミハル通信（株）
•8K映像の館内共聴システム
…8K エンコーダーとISDB-S3変調器で
8K映像を市販8Kテレビに伝送します
メディアエッジ（株）

•Metal injection mold and Package
ワークス社）
タを提供いたします。
中興化成工業（株）
平河ヒューテック（株）
（株）
リケン
LINTES Technology
•HOP-PB100
•ふっ素樹脂 ミリ波対応低損失基板
•電磁波ノイズ抑制シート
…HOL-PB100は、4K/8KのSDI信号を レクセル日本（株）
CGD-500シリーズ…ミリ波帯域での伝
…優れた性能（電波吸収性、難燃性）と柔
SMPTE2110/2022、TICO、H.265な
送損失は、世界最高レベル！
•4K Encoder
軟性を有するEMI対策用部材
どでIP化するSDI IP Gatewayです。
…低コスト、低消費電力、低遅延、超小型
ChoiceRight Electronic Inc.
（株）
リミックスポイント
ICRON
A
MAXIM
INTEGRATED
4kHEVCエンコーダー（アマゾンAWS提
Chengdu Zysen Technology
•「雷を発生させない」避雷針ディンテコ
COMPANY
携パートナー製品）
（メーカー名：ビデオン）
Co., Ltd.
…NATO軍施設・米国国際空港も採用「雷
•USB 3-2-1 Raven 3104
を発生させない」
革新的な避雷針
（メー
＜同時開催展で、4K・8K、映像伝送
T Plus（株）
…最大100mの USB 3-2-1接続に対応、
カー名：dinnteco（ディンテコ））
関連の技術を出展する企業＞
•5G New Radio Verification
Google Hangouts Meetのサポート
Platform…5G NR Verification
Link S.r.l.
ASIA OPTICAL CO., INC.
（メーカー名：Icron）
Platformは、第5世代移動通信測定用に （株）ワカ製作所
アスニクス（株）
ULITE TECH
使います
＜第3回 映像伝送 EXPO -VCOM-＞ •アクティブオプティカルケーブル…
アダマンド並木精密宝石（株）
（株）テクノプローブ
（株）アイ・ディ・ケイ
SFP+, USB 3.0,USB 3.1 Type C ま
（株）アルネアラボラトリ
た HDMI 2.1のラインナップございます。
電気興業（株）
•IP-NINJARシリーズ…AV over IP
•5Gアンテナシステム…当社の5G周波数 （一社）IPTVフォーラム
UNIXTAR TECHNOLOGY, INC. YELO
帯対応やアンテナシステムの検討に向け
イワブチ（株）
•HDMI AOC…1 Long distance
アジアン・インテグレーション（有）
た研究開発成果や製品の紹介
transmission 2 HDMI2.0, 4K60P
WUHAN ETERNAL
（株）アルバニクス
display 3 Thin and light 4
東京特殊電線（株）
TECHNOLOGIES CO., LTD.
Resistant EMI
•マイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブ 伊藤忠ケーブルシステム（株）
エスエス電子（株）
伝送装置…
アライア
•ZyPer4K
IP
SDVoE
リ 〜110GHz…DC~110GHzをカバー
ラリタン・ジャパン（株）
ンスに準拠し、非圧縮4K映像の長距離IP
（株）X-one Technologies
のフレキシブルなケーブルアセンブリ
•Dominion KX III
伝送を実現。
（メーカー名：ZeeVee Inc.）
…エンタープライズ向け高性能のKVMNTTエレクトロニクス（株）
東洋精密工業（株）
イメージニクス（株）
over-IPスイッチ
•ヒートスプレッダー、ヒートシンク…放熱
（株）オプトゲート
•4K映像対応HDMI信号同軸延長・送信器 LYNX Technik AG.
でのお困りは東洋へご相談ください
OPTO MARINE CO., LTD.
/受信器 CRO-UIL2T/CRO-UIL2R
（株）
リンディー・ジャパン
（株）
トルネードジャパン
…同軸ケーブルで4K HDMIの長距離伝
（株）オプトロンサイエンス
•高解像度映像伝送機器と長尺ケーブル
•トルネード 風力発電機（ハイブリット）
送が可能
…映像伝送機器、
高解像度対応長尺ケーブル、
（株）
川島製作所
…垂直軸の風車と太陽光発電パネルのハ INTRISING NETWORKS INC.
変換コネクタ等
イブリット独立電源
キーサイト・テクノロジー（株）
•IntrIOT/4K HDMI-over-IP total
＜第
回
・
映像技術展＞
2
4K
8K
長瀬産業（株）
（株）キョウデン
solution…4K TX/RX Extenders, IP
•高Q低損失インダクタ…コイル周辺部を
switch built-in AV Controller, and APP ITGマーケティング（株）
KUNSHAN SHINTO
アイベックステクノロジー（株）
空気層とすることで高周波帯域でも低損 （株）
インテリジェント ウェイブ
ELECTRONICS TECHNOLOGY
失を達成。0402：0.5-100nH（メーカー
•【Video Over IP】IPフローリアルタイム •HLD-5000E…超低遅延コーデック
CO., LTD.
20msec
名：3D Glass Solutions Inc.）
監視ソリューション
（株）工業通信
アストロデザイン（株）
NATIONAL INSRUMENT OF
（株）ウェーブスプリッタ・ジャパン
COPARTNER TECH CORP.
STD.&TECH
イノテック（株）
（株）映像新聞社
（株）ニチボウ
湖北工業（株）
（株）インタニヤ
•映像新聞…映像新聞は、映像・通信業界
•ファイアイレイス
小峰無線電機（株）
の動向をお伝えする創刊52年の週刊専門 •Entaniya Fisheye…Entaniya
…電源不要の自動消火システム
はハイエン
ド動画撮影機材で
Fisheye
新聞です。
使用できる唯一のVR撮影用レンズです。 SiTime Corporation,
日本アンテナ（株）
エイチ・シー・ネットワークス（株）
a MegaChips company
•多周波オムニアンテナ…全国事業者や
•VideoOverIP用 イーサネットスイッチ エイム電子（株）
（株）
ローカルのに、小型かつ軽従量な高利得
•U-SDIケーブル…U-SDIインターフェー サンインスツルメント
ATENジャパン（株）
スに接続可能な、BNCロック機構付きコ （株）サンコーシヤ
アンテナをご提供します。
•KE9952…マルチキャスト対応
ネクタのMT24心OM3光ケーブル
日本ガイシ（株）
山洋電気（株）
Displayport IP-KVMエクステンダー
（株）NTTデータ
•5Ｇ通信用セラミック部品
SHANGHAI ORIGINAL
（株）エヌ・エム・アール
•VideoAIソリューション…MultiAIをベー
日本蓄電器工業（株）
ADVANCED COMPOUNDS
（株）エフ・エー電子
スとした映像解析ソリューション
•キャパシタUPS-Jシリーズ…電気二重層 •極細線用搬送装置…高精度な張力・速度制
CO., LTD.
（株）エミック
キャパシタ搭載 超寿命メンテナンスフリー
『無停電電源』
『 独立電源』

御を組み込んだ極細線用搬送装置です。
•マックスケース…使い勝手のいいイタリ
ア製防水ケースです。※IP67取得（メー
•HDMI Active Cable…Meets
カー名：Plastica Panaro）
HDMI 2.0 standard. Supporting
オンサイトスタンダード（株）
最適な小型同軸コネクタ
resolutions up to 4K60 for lengths
クロマジャパン（株）
up to 18M.
日本特殊陶業（株）
•8K対応ビデオ信号発生器 Model 2238
•水質管理システム…水質情報を可視化で （株）ガンスイ
…8K@60Hz対応出力対応。HDMI2.1、
きるシステム（メーカー名：Uhuru）
•yellobrik ミニコンバーター…ドイツ製の
DP1.4、12G-SDI、HDR信号出力サポート。
高性能ミニコンバーター yellobrikシリー
日本ファインセラミックス（株）
（株）
Cybaba
ズ（メーカー名：
ドイツ LYNX Technik
•セラミックス基板に薄膜集積回路形成
ザインエレクトロニクス/
社製）
AG
…次世代無線通信システムに必要な高周
キャセイ・
トライテック（株）
波帯域の動作を可能にする微細回路
クボテック（株）
•4K8K伝送/IoT通信ソリューション
•MNB4000ENC DEC
（株）
ノリタケカンパニーリミテド
…8K伝送技術、4Kカメラ開発、IoT通信モ
…圧縮フォーマットにH.265を利用し2K
•電子ペースト…電子部品向け（コンデン
ジュール等のトータルソリューション
から4Kまで高画質に伝送を行える製品。
サ、インダクタ、バリスタ等）
（株）GUCF
クレイマーエレク
トロニクス
HYTECH ASSOCIATES SALES
•4K・8K伝送用 AOCケーブル…国産プ
（株）コイケ
COMPANY, INC.
ラスティックファイバーを使用したAOC
•CLS-AOCH/60…4K@60Hz(4:4:4)
ケーブルです。
ハヤシレピック（株）
対応、外部給電不要、アクティブHDMI
シナダイン（株）
•5G アンテナ…5Gアプリケーションで
光ファイバーケーブル（メーカー名：
サイズvs.高性能なさまざまなアンテナソ
•Thunderbolt3光ケーブル…40Gbps
Kramer Electronics）
リューションを提供しています。
の映像伝送で4Kディスプレイなら2画面
サテマガ・ビー・アイ
（株）
（メーカー名：SENSORVIEW）
同時表示可能。ケーブル長は最長50m。
•月刊『 B-maga 』…衛星＆ケーブルテレビ （メーカー名：リンテス・テクノロジー）
バンドー化学（株）
を中心にデジタルメディアビジネスの動向 ジャパンブロードキャスト
•高熱伝導シートHEATEX TS102,TS106
をカバーする専門情報誌。
ソリューションズ（株）
…業界最高水準の熱伝導率17W/mKを実現。
サムテック ジャパン エルエルシー
（株）翔栄クリエイト
（株）PFU
•PCIe-Over-FireFly
•4K SPIDER…4K/60FPS含む動画・画
•組込みコンピュータ ARシリーズ
…FireFlyシリーズの、PCIeプロトコール
像等をエンコードした際にビットレート削
…高性能・高機能に加え、組込みに求めら
専用のAOCとアダプターカード
減による画像劣化抑止を行います。
れるあらゆる条件を高次元で実現
（株）三技協
摂津金属工業
（株）
（株）フジクラ・ダイヤケーブル
•LEDバックホールシステム
•大型マルチディスプレイ収納架
•９２０ＭＨｚ帯用細径漏えい同軸ケーブル
…LEDの光で映像などの大きなデータを
…19インチラック一体型のマルチディス
…非常に細く、軽く、フレキシブル

日本テレガートナー（株）
•小型 同軸コネクタ…移動体基地局向けに

ELKA INTERNATIONAL LTD.

やりとりできる新しい無線通信手段です

（株）フランクリン・ジャパン
（株）ジョブル
古野電気（株）
•HDMI HDBaseT長距離伝送器 HE02E
…HDMI信号をLANケーブルで長距離伝
•GNSS基準周波数発生器「GF-8805」
送します。
…原子発振器並の10MHzと1PPSを出
力するGNSS基準周波数発生器の最上級 （株）精工技研
モデル
セイコーソリューションズ（株）
ポリプラスチックス（株）
•Time Server Pro.…ナノ秒精度の絶対
•エンプラファインパウダー…優れた高周
時刻を配信するPTP対応グランドマスター
波特性を有し、低吸水かつ高耐熱なLCP
クロック
とPPSのファインパウダーです。
（株）ソシオネクスト
MARKI MICROWAVE, INC.
•8K ストリーミングエンコーダ e8

MICROWAVE TECHNOLOGY
CORPORATION

プレイ筐体

（株）テクノハウス
（株）電波新聞社
•日刊電波新聞…電波新聞は、国内外のエ
レクトロニクス・ICTの全てをカバーする

SHANGHAI LONBOOM
LIMITED
ZHONGSHAN MEISU
TECHNOLOGY CO., LTD.

（株）住化分析センター
（株）セスナ
台湾貿易センター
タトンテクノロジー
中興化成工業（株）
T Plus（株）
（株）テクニカル

DIMENSION TECHNOLOGY
CO., LTD.

東京特殊電線（株）
東洋精密工業（株）
（株）
トルネードジャパン

DONGGUAN LIANGANG
OPTOELECTRONIC
TECHNOLOGY CO., LTD.

長瀬産業（株）
（株）七星科学研究所
日本テレガートナー（株）
ネオフォト二クス
ハイソル（株）
PACIFIC（LIAOCHENG）

OPTOELECTRONIC
TECHNOLOGY CO., LTD.

光貿易（株）
（株）ヒキフネ
（株）ファイ・マイクロテック

FITTECH CO., LTD.

国内唯一の総合専門紙です。

緑屋電気（株）

…少人数での４Ｋライブ配信をサポートし
ます

横河計測（株）

（株）ニコン
•4Kワンオペライブ配信ソリューション

（株）日本コントロールシステム
•DRB8000 シリーズ
…リアルタイム・ライブストリーミングに最
…次世代4K/8K(UHDTV)映像データレ
適な 8Kp60対応エンコーダ
コーダ

YANGTZE OPTICAL FIBRE
AND CABLE JOINT STOCK
LIMITED COMPANY
LIVERAGE TECHNOLOGY INC.

（株）
リケン
（株）
リンクスウェブ

