
                                                                             2014 年 2 月 4 日 

          

写真用品専門メーカー７社合同展示会＆セミナー 

「フォトアクセサリー・ビレッジ 2014」関西開催について 

 

写真用品専門メーカー7 社（アガイ商事株式会社、株式会社市川ソフトラボラトリー、イメージビジョン株式会社、

EIZO 株式会社、株式会社セコニック、ニッシンジャパン株式会社、株式会社 PDA GALLOP（50 音順））は共同で、

2014 年 3 月 15 日（土）、“写真が上手くなる「写真用品の活用術」”を直接、分かりやすく伝えるミニ展示会＆セミ

ナー「フォトアクセサリー・ビレッジ 2014」を、関西で開催します。 

 

 

【開催概要】 

イベント名称： フォトアクセサリー・ビレッジ 2014  （略称： PAV 2014） 

テーマ： “写真が上手くなる「写真用品の活用術」”を専門メーカーが直伝します! 

 

PAV は写真用品専門メーカーの専門スタッフがセミナーや製品説明を通して、各社の製品を活用する上でのワンポイント

アドバイスやテクニックをご紹介し、写真の上達に役立てていただく事を目的としたイベントです。昨年 10 月の東京開催

では、多くのお客様にご来場いただき、たくさんのご満足の声をお寄せ頂きました。 

今回の開催は PAV 第 2 弾として、出展社数は前回の５社から７社へと増え、規模もスケールアップしての開催となります。 

 

この度の関西開催は、写真文化を担う人材を数多く輩出する「日本写真映像専門学校」（大阪市東住吉区）の全面的なご協

力により実現いたしました。 

学校内の各教室、スタジオが各メーカーに割り振られ、各社独自のセミナー、展示が行われます。セミナーは基本的に１

講座 50 分で、講座終了後の 10 分間の休憩時間中に各メーカー間を自由に移動できます。 

 

セミナーのお申し込みは無料となります。タイムテーブルをご確認の上、受講希望のセミナーを選択してお申込みくださ

い。詳しくは各社ホームページまたは下記お申込みページをご参照お願いします。 

 

開催日程： 2014 年 3 月 15 日（土） 9:30～16:30 ※9:15 より受付開始。 

開催場所： 学校法人 日本写真映像専門学校 大阪市東住吉区矢田１丁目 5-9  

      ※お車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用ください。 

入場料、セミナー受講料： 無料  

セミナーお申し込み方法： 2 月 5 日(水)正午より右頁からお申込み下さい。http://www.nissin-japan.com/pav2.html  

出展製品： カラーマネージメントモニター、ストロボ、露出計/カラーメーター、モニターキャリブレーションツー

ル、RAW 現像ソフト、プリントペーパーなど ※販売は行いません。 

イベント： 露出計診断（セコニック）、CCD クリーニング&メンテナンス相談（PDA GALLOP）、出展コーナー内

各社イベント、セミナー 

主催： 

アガイ商事株式会社 http://www.agai-jp.com/、株式会社市川ソフトラボラトリーhttp://www.isl.co.jp/SILKYPIX/、 

イメージビジョン株式会社 http://www.imagevision.jp/、EIZO 株式会社 http://www.eizo.co.jp/、 

株式会社セコニック http://www.sekonic.co.jp/meter、ニッシンジャパン株式会社 http://www.nissin-japan.com、 

株式会社 PDA GALLOP http://www.pda-gallop.com/ 

http://www.nissin-japan.com/pav2.html
http://www.agai-jp.com/
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/
http://www.imagevision.jp/
http://www.eizo.co.jp/
http://www.sekonic.co.jp/meter
http://www.nissin-japan.com/
http://www.pda-gallop.com/


■各社主催セミナー  

メーカー(教室) 時間 ｲﾍﾞﾝﾄ/展示/ｾﾐﾅｰ（定員） 内容 

EIZO 

（101） 

10:00～10:50 製品展示 

11:00～11:50 

 

液晶モニターと写真プリント

のカラーマッチング講(30 名) 

フォトライフをパワーアップ！ データを正しく表示し、プ

リントとカラーマッチングさせる方法を教えます。 

12:00～12:50 製品展示 

13:00～13:50 
液晶モニターと写真プリント

のカラーマッチング講(30 名) 

フォトライフをパワーアップ！ データを正しく表示し、プ

リントとカラーマッチングさせる方法を教えます。 

14:00～14:50 製品展示 

15:00～15:50 
液晶モニターと写真プリント

のカラーマッチング講(30 名) 

フォトライフをパワーアップ！ データを正しく表示し、プ

リントとカラーマッチングさせる方法を教えます。 

PDA GALLOP 

(204) 
終日 

CCD クリーニング&メンテナ

ンス相談 

キヤノン製カメラの CCD クリーニングを無料で行ないます。

又機材のご相談も承ります。※キヤノンのみです。 

セコニック 

（205） 

10:00～10:50 
露出の迷いが消える露出計の

使い方講座（20 名） 

露出計の基礎から使い方、最新露出計の活用法まで単体露出

計で露出の悩みを解消。 

11:00～11:50 露出計診断(5 名)＆製品展示 
お手持ちのセコニック製露出計の点検を行います。展示製品

をご覧になる方は予約不要です。 

12:00～12:50 
露出と露出計のしくみ基礎講

座（20 名） 

露出って何？明るさの調整だけではないの？初心者でもわか

る露出のしくみ、基本的な露出計の使い方講座。 

13:00～13:50 露出計診断(5 名)＆製品展示 
お手持ちのセコニック製露出計の点検を行います。展示製品

をご覧になる方は予約不要です。 

14:00～14:50 
露出の迷いが消える露出計の

使い方講座（20 名） 

露出計の基礎から使い方、最新露出計の活用法まで単体露出

計で露出の悩みを解消。 

15:00～15:50 露出計診断(5 名)＆製品展示 
お手持ちのセコニック製露出計の点検を行います。展示製品

をご覧になる方は予約不要です。 

市川ソフト 

ラボラトリー 

（301） 

10:00～10:50 製品展示 

11:00～11:50 
RAW 現像の基礎（20 名） 初級者向け。RAW 撮影のメリットやここだけはおさえておき

たい RAW 現像の基本をご紹介。 

12:00～12:50 
使いこなそう SILKYPIX～

RAW 現像応用編～(20 名) 

様々な用紙での調整例やノイズリダクション、写真を美しく

仕上げるための素敵なワンアクセントを紹介します。 

13:00～13:50 製品展示 

14:00～14:50 
RAW 現像の基礎（20 名） 初級者向け。RAW 撮影のメリットやここだけはおさえておき

たい RAW 現像の基本をご紹介。 

15:00～15:50 
使いこなそう SILKYPIX～

RAW 現像応用編～(20 名) 

様々な用紙での調整例やノイズリダクション、写真を美しく

仕上げるための素敵なワンアクセントを紹介します。 

イメージ 

ビジョン 

(３F PC ルーム) 

10:00～11:50 
写真品質アップのためのカラ

ーマッチング基礎（20 名） 

キャリブレーションとは何か？マッチングの基本の解説、実

技を行います。(ノート PC 持ち込み可) 

12:00～13:50 
写真品質アップのためのカラ

ーマッチング基礎（20 名） 

キャリブレーションとは何か？マッチングの基本の解説、実

技を行います。(ノート PC 持ち込み可) 

14:00～15:50 
写真品質アップのためのカラ

ーマッチング基礎（20 名） 

キャリブレーションとは何か？マッチングの基本の解説、実

技を行います。(ノート PC 持ち込み可) 

アガイ商事 

＋ 

ニッシン 

ジャパン 

（スタジオ） 

※常時展示 

10:00～10:50 
「１灯＋レフ」で出来る！ポー

トレート撮影術（12 名） 

外付けストロボ１台とレフ板を使った多彩なライティング技

術が学べます！（露出モードはマニュアルです） 

11:00～11:50 
クリップオンストロボ用アク

セサリー使いこなし！（名） 

クリップオンストロボ用アクセサリーを上手に使いこなし

て、ストロボライティングをステップアップしよう！ 

12:00～12:50 
「１灯＋レフ」で出来る！ポー

トレート撮影術（12 名） 

外付けストロボ１台とレフ板を使った多彩なライティング技

術が学べます！（露出モードはマニュアルです） 

13:00～13:50 
「１灯＋レフ」で出来る！ポー

トレート撮影術（12 名） 

外付けストロボ１台とレフ板を使った多彩なライティング技

術が学べます！（露出モードはマニュアルです） 

14:00～14:50 
ドイツ製自由雲台で動きのあ

る撮影を(12 名) 
あなたの撮影が変わる！「動かせる雲台」に出会いませんか？ 

15:00～15:50 
「１灯＋レフ」で出来る！ポー

トレート撮影術（12 名） 

外付けストロボ１台とレフ板を使った多彩なライティング技

術が学べます！（露出モードはマニュアルです） 



■出展内容と教室 

教室 メーカー 出展内容 

PC ルーム

（3F） 

イメージ 

ビジョン 

Spyder シリーズのカメラソリューションシステム、キャリブレーションシステムの展示、

ストロボ用アクセサリーROGUE シリーズを全て展示試して頂けます。 

301（3F） 
市川ソフト 

ラボラトリー 

シリーズ最新版となる SILKYPIX DSP6 の実機展示や使い方などのご相談も承ります。ま

た、様々な用紙に合わせて調整されたプリントサンプルも展示。 

205（2F） セコニック 
セコニックの露出計、カラーメーターやアクセサリーなどフルラインナップを展示。お持

ちのセコニック製露出計をご持参いただければ無料点検もいたします。 

204（2F） 
PDA 

GALLOP 

プロカメラマン専門、キヤノン専門のメンテナンス・プロショップです。当日は CCD

クリーニングを無料で実施し、機材相談にもお答え致します。 

101（1F） EIZO 
カラーマネージメント液晶モニター「ColorEdge」ラインナップを展示。お近くで画質を

ご確認いただけます。また、お得にご購入いただけるクーポンもお配りします。 

スタジオ 

（実習棟） 

アガイ商事 

ドイツ製レフ板「サンバウンス」、ストラップ「サンスナイパー」、高精度自由雲台「FLM」

などアクセサリーを多数展示。憧れのブロンやハッセルブラッドにも触れるかも。（常時展

示） 

ニッシン 

ジャパン 

「Di700」、高耐熱「MG8000」、マクロリング「MF18」などの直販限定モデルを直接手に

触れてお試しいただける絶好の機会！専門のスタッフがご質問に丁寧にお答えします。（常

時展示） 

※201 教室を休憩室として開放します。 

 

セミナーお申し込みに関するお問合せ窓口： 

ニッシンジャパン株式会社 03-5345-8452 

 

各社主催セミナー、展示内容に関するお問合せ窓口： 

アガイ商事株式会社 0120-862-886 / 株式会社市川ソフトラボラトリー 043-296-8075  

/ イメージビジョン株式会社 03-5738-2230 / EIZO 株式会社 0120-956-812 

/ 株式会社セコニック 03-3978-2366 / ニッシンジャパン株式会社 03-5345-8452  

/ 株式会社 PDA GALLOP 06-6441-7535  

 

※イベント情報は予告なく変更する場合がございます。 ※記載の会社名や製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。 

 


