2015 年 2 月 24 日

報道資料

写真用品専門メーカー合同展示会＆セミナー
「PAV 2015 KANSAI」について
写真用品専門メーカー6 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（50 音順）
）は共同で、2015 年 3 月 14 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「PAV 2015 KANSAI」
（フォトアクセサリー・ビレッジ 2015 関西）を日本写真映像専門学校(大阪市東住吉区)で開催します。
【開催概要】

イベント名称： PAV 2015 KANSAI（フォトアクセサリー・ビレッジ 2015 関西）
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。2013 年 10 月の第１
回東京開催から年に２回、各地で開催しております。この度の大阪開催は、CP+で各メーカーが発表した新製品にも触れ
ることができます。また、特別企画といたしましてご来場いただいた方の中から抽選で各メーカー製品が当たる！モニタ
ー＆プレゼント抽選会を行います。
開催地は昨年の PAV 関西でもご協力いただきました「日本写真映像専門学校様」にて、すべての出展社が一同に会し製品
展示と各社セミナーを行います。また、後日発表予定の特別セミナーも現在準備しております。
会場への入場およびセミナーのお申し込みもすべて無料です。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： 2015 年 3 月 14 日（土） 9:30～17:00
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
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 25 日(水)正午より右頁からお申込み下さい。http://www.nissin-japan.com/pav5.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。
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、

■出展内容
メーカー

出展内容

アガイ商事

全世界待望のブロンカラーモノブロック「シロス」を体験できます。高精度真球採用の自由雲台「FLM」、
レフ板「サンバウンス」など一流のアクセサリーも展示。

ｲﾒｰｼﾞﾋﾞｼﾞｮﾝ

Spyder シリーズのキャリブレーションシステム、ストロボ用アクセサリーROGUE（ローグ）シリーズ、
RoundFlash Ring & Dish、CACTUS などを展示します。

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。

セコニック

話題のカラーメーターC-700 や露出計、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。

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。

ニッシン
ジャパン

超小型ストロボ「i40」、電波式マスター「コマンダーAir1」、電波式スレーブ内蔵「Di700A」など話題
の直販モデルを直接手に触れられる絶好の機会です！

■各社主催セミナー
時間
10:30～11:15

11:30～12:15

13:00～13:45

A

14:00～14:45
15:00～15:45
16:00～16:45

メーカー
EIZO

セミナー（定員）

内容

液晶モニターと写真プリントの

フォトライフをパワーアップ！

データを正しく表示し、

カラーマッチング講座（30 名）

プリントとカラーマッチングさせる方法を教えます。

イメージ

実践的クリップオンストロボラ

CACTUS と RoundFlash & ROGUE フラッシュベンダ

ビジョン

イティング講座（30 名）

ーを使ったオフカメラライティングをご紹介。

市川ソフトラボ

RAW 現像の基礎(30 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。

ラトリー
EIZO

液晶モニターと写真プリントの

フォトライフをパワーアップ！

カラーマッチング講座（30 名）

プリントとカラーマッチングさせる方法を教えます。

市川ソフトラボ

使いこなそう SILKYPIX～RAW

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

ラトリー

現像応用編～(30 名)

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

モニタの色調整、SpyderCUBE

マッチングの基本、SpyderCUBE を使用した写真データ

ビジョン

を使った基準色とのマッチング

の基準について解説します。

アガイ商事

失敗しないためのストロボの選

スタジオ用・ロケ用ストロボを選ぶ上で比較すべき、一歩

び方(30 名)

先行くフォトグラファーになるために知っておきたいポ

10:30～11:15

データを正しく表示し、

イントを解説します。
11:30～12:15

13:00～13:45

露出の迷いが消える露出計の使

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

い方講座(30 名)

出計で露出の悩みを解消。

ニッシンジャパ

オフカメラライティング講座(30

カメラからストロボ離すだけで写真がこんなに変わる！

ン

名)

オフカメラライティングの考え方/設定方法を分かりやす

セコニック

く解説！

B

アガイ商事
14:00～14:45

失敗しないためのストロボの選

スタジオ用・ロケ用ストロボを選ぶ上で比較すべき、一歩

び方(30 名)

先行くフォトグラファーになるために知っておきたいポ
イントを解説します。

15:00～15:45

16:00～16:45

セコニック

露出の迷いが消える露出計の使

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

い方講座(30 名)

出計で露出の悩みを解消。

ニッシンジャパ

オフカメラライティング講座(30

カメラからストロボ離すだけで写真がこんなに変わる！

ン

名)

オフカメラライティングの考え方/設定方法を分かりやす
く解説！！1 回目と同じです。

■特別企画 製品モニター＆プレゼント！
今回、特別企画といたしまして、PAV にご来場者いただいた方限定で下記製品の”製品モニター”を募集致します。
・アガイ商事 「FLM 自由雲台 CB43 FTR M セット」
（1 名様）
・イメージビジョン 「RoundFlash Dish」
（1 名様）
・SILKYPIX 「Developer Studio Pro6」 （1 名様）
・SEKONIC 「ライトマスタープロ L-478D」
（1 名様）
・ニッシンジャパン 「スピードライト i40」
（1 名様）

【製品モニター＆プレゼント応募方法】
・当日、メイン会場（303 教室）にて、受付（PM12:00 まで）をいたします。
・同会場にて PM12：30 から抽選会をおないます。
（即日発表）
ご当選者はモニター製品をお受け取り後、3 ヵ月以内に”製品を使用した感想”
（800 文字以上）を各製品提供メーカ
ーへご提出いただきます。尚、ご使用いただきました製品はプレゼントとして贈呈いたします。

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 0570-200-557
/ 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
※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。

