Photo Accessories Village

写真ファン集まれ！

フォトアクセサリー・ビレッジを大阪で2019年3月16日に開催
～写真用品メーカー等25社による合同展示会＆メーカー直伝セミナー～

PAV実行委員会は、写真用品・関連メーカー等25社が出展する合同展示会＆セミナー「PAV 2019 関西」
（フォトアクセサリー・
ビレッジ 2019 関西）を、
2019年3月16日（土）に、日本写真映像専門学校（大阪市東住吉区）にて開催いたします。

● イベント主旨

フォトアクセサリー・ビレッジは、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する、
『写真の上達に役立てていただく』ことを目的としたイ
ベントです。2013年10月の第1回 東京開催から全国各地で年に1～2回の頻度で開催し、大阪開催は今回で6回目（全国通算
14回目）となります。

● イベントの見どころ

撮影用品からRAW現像、プリントまで写真に関わる製品や技術について、メーカースタッフから直接説明を受けられる貴重
な機会をご提供します。会場では各社の最新製品や人気製品が手に取って見ることができ、また各社毎の「予約セミナー（定
員あり・事前予約制）」やプリンター＆プリント用紙メーカーによる「ファインアート・プリント体験会」が開催されます。
さらには、一部の出展社によるアウトレット販売も予定しています。

また、日本写真映像専門学校によるSHASEN特別企画として、鉄道写真家の広田泉さんのセミナー（定員あり・事前予約制）も
開催されます。詳細や追加情報などは、PAVホームページ https://www.pav-jp.com/ をご参照ください。

● 開催概要
イベント名称

開催日程
開催場所

PAV 2019 関西（フォトアクセサリー・ビレッジ 2019 関西）

2019 年 3 月 16 日（土） 9：30 ～ 17：00
学校法人 日本写真映像専門学校

大阪府大阪市東住吉区矢田 1 丁目 5-9
http://www.shasen.ac.jp/

入場・セミナー受講料
セミナー申し込み方法
出展製品

主催：PAV 実行委員会

アクセス

最寄駅
矢田駅（近鉄南大阪線） 徒歩 8 分
長居駅（地下鉄御堂筋線） 徒歩 18 分
長居駅（JR 阪和線） 徒歩 20 分
http://www.shasen.ac.jp/school-guide/access.html

無料

2 月 15 日（金）午後 8 時より

（お申込みは https://www.pav-jp.com/ からお進みください。外部サイト PassMarket を利用）
・ストロボ
・カラーマネージメントモニター
・露出計 / カラーメーター
・カメラストラップ
・モニターキャリブレーションツール

●アガイ商事株式会社 : http://www.agai-jp.com/

・RAW 現像ソフト
・ライティングアクセサリー
・カメラバッグ
・三脚
・レンズ

・プリンター
・プリント用紙
・画像編集用パソコン
・フィルター
etc

●株式会社市川ソフトラボラトリー : http://www.SILKYPIX.com

●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 : https://www.sekonic.co.jp/product/meter/
●ベルボン株式会社 : http://www.velbon.com/jp/

●ニッシンジャパン株式会社 : https://www.nissin-japan.com

●マルミ光機株式会社 : http://www.marumi-ﬁlter.co.jp/

● 展示内容

”写真が上手くなる「写真用品の活用術」
”をメーカーが、分かりやすく伝えるミニ展示会です。
アガイ商事
アールクリアン
市川ソフトラボラトリー
イメージビジョン
EIZO
オリエンタルホビー
「蔵 CURA」3i（株）
焦点工房
セコニック
タムロン
ニッシンジャパン
ベルボン
マウスコンピューター
マルミ光機
ミーナ
よしみカメラ
山田屋写真用品
PDA ギャロップ

スイス製ストロボ・ブロンカラー、ポータブルLEDやプロ用マウントアダプター・フォトディオックス、
カーボン三脚と自由雲台のFLMをはじめとする各種機材を展示。

額縁メーカーならではの、撮る楽しみの終着点「飾って見せる楽しみ」をご提案します。
最新RAW現像ソフトSILKYPIX 9 シリーズをお客様に操作いただけるPCをご用意して、スタッフが丁寧
にご説明いたします。当日は調整のポイントを分かり易く解説したユーザーズガイドを販売します。

最新ライティングシステム、CACTUS、Litraとアクセサリー類、Spyderモニターキャリブレーションシ

ステムを展示します。数量限定アウトレット製品も用意します。

今見ているのは、本当に正しい「色」でしょうか？レタッチ・RAW現像におすすめのモニター

ColorEdgeシリーズを展示。お得にご購入いただける限定クーポンもお配りします。

粒ぞろいのカメラアクセサリー、世界から」がモットーのオリエンタルホビーでは、カメラバッグやカ
メラストラップなど海外オリジナルカメラアクセサリーを展示します。

自社ブランド「CURA蔵」カメラクリーニング用品の使用方法実演、ストラップ他、正規輸入代理店なら
ではの海外フィルムを特売します。

七工匠、中一光学のレンズならびに人気の電子接点付き各マウント用アダプタお試しいただけます。
また、PAV会場内に限り弊社取扱い電子接点付きアダプタの無償アップデートを行います。
新型カラーメーター、スペクトロマスターC－８００を始め、露出計製品を展示。

見たことない触ったことない方、お手にとって確かめてください。アウトレット販売も行います。
ソニーフルサイズEマウントレンズ28-75mmF/2.8
（A036)をはじめ、SP150-600mmなど各種レンズを

展示します。60分間の無料レンズ貸し出しも実施します。

大光量・高耐熱マシンガンストロボMG10をはじめ、新発売のカーボン製ライトスタンドLS-65Cや折
りたたみ式アンブレラCU-90Wなどアクセサリーアイテムを展示します。

CP+で発表した新製品を多数展示、その他撮影がもっと楽しくなる三脚やアクセサリーをご紹介して
います。アウトレット販売も行っています。

高解像度カメラデータも快適に扱えるクリエイター向けパソコン：DAIV
（ダイブ）
を展示いたします。
お気に入りの写真データをご用意してお持ちください。展示機を用いて自由にデジタル現像をご体験頂けます。
風景写真撮影の必需品PLフィルターやNDフィルターを中心に展示し、使い方・製品特長を説明させて
頂きます。また、柔らかい光を演出する新製品のDHGソフトシリーズ５種も展示致します。
オシャレなカメラストラップ、カメラケース、三脚ケースなどを展示・販売します。
アウトレット品の販売もあります。

忍者レフのよしみカメラのオリジナル商品と、今話題の露出計とカラーメーターが一緒になった超小
型 LUMU及びグリップギアの展示特価販売をいたします。

日本製にこだわった山田屋のカメラ用品/写真用品を展示いたします。

人気のカメラきんちゃく袋、インナーケースや写真台紙をご覧いただけます。
当社はキヤノンプロ専門カメラチューニング・メンテナンス会社です。当日は先着順で20台限定で無
料センサークリーニングを実施致します。※他メーカー、ミラーレス清掃可

● プリント体験会

プリンター＆各用紙メーカーの出展コーナーでは様々な写真用紙をプリント体験ができます。
お気に入りの写真データをご用意してお越しください。皆さんの写真や表現により適した用紙をおすすめいたします！

エプソン販売
アガイ商事
アワガミファクトリー
ジェットグラフ
写真弘社
大豐和紙工業
ピクトリコ
北辰

皆様の素晴らしい作品を、新「Epson UltraChrome K3インク」を搭載したSC-PX5V2で出力し、当プリ
ンターの実力をお試しください。

スイス製「SiHL
（シール）MASTER CLASS」と「FRUBO（フルボ）」のインクジェット写真用紙を展示、販
売、プリントお試し体験（A4サイズ無料）もできます。ぜひ写真データをお持ち下さい！

作品の表現性の幅を広げるAIJP（アワガミ インクジェットペーパー）の作例展示を行います。
会場限定での製品販売もご利用ください。

「イルフォード」
「ハーネミューレ」ふたつのメーカーの最高品質インクジェットペーパーを展示・案内。
会場限定特価商品も販売予定。

プロラボ「写真弘社」がおすすめするインクジェット用紙「ARISTAⅡ」をお試しください。モノクロフィ
ルムの新ブランド「ARISTA EDU」も会場特価販売します。メールオーダーのご案内も行っています。

和紙と一口に言っても、被写体に合わせて選べる素材がたくさんあります。作風の分野は問いません。
まず試してみてください。

3/7(木）発売予定のGEKKOレッドラベルプラスを中心に多種多様な面質のピクトリコ/GEKKO用紙を
体験下さい。

新感覚メディア 表面は砂で構成された塗り壁シートの製造技術を生かしたインクジェットメディア粒子
の大きさによって変わる質感表現をぜひ体感してください。仕上げの提案も併せてさせていただきます。

キヤノンマーケティングジャパン

機材協力：imagePROGRAF PRO-1000

● 予約セミナー（受講料無料）

セミナーの内容詳細、ご予約、タイムテーブルについては https://www.pav-jp.com/ をご覧ください。

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

9:30 開場
10:00 - 10:50

A

（教室 2F）

B

（教室 2F）

C

（スタジオ 2F）

EIZO

イメージビジョン

ニッシンジャパン

12:00 - 12:50

マウスコンピューター

マルミ光機

市川ソフトラボラトリー

14:00 - 14:50

セコニック

ベルボン

市川ソフトラボラトリー

「蔵CURA」3i（株）

タムロン

11:00 - 11:50
13:00 - 13:50
15:00 - 15:50
16:00 - 16:50

セコニック

ベルボン

EIZO

イメージビジョン

マウスコンピューター

マルミ光機

アガイ商事

17:00 終了

タムロン

ニッシンジャパン

D

（教室 1F）

ファインアートプリント
広田泉さんセミナー
日本写真映像専門学校

エプソン販売

セミナーお申込みに関するお問い合わせ窓口

各社セミナー、展示会に関するお問い合わせ窓口

ニッシンジャパン株式会社：03-5345-8452

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／03-6300-6440
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
ベルボン株式会社／03-5327-6133
マルミ光機株式会社／03-3828-8860

※その他の出展社に関するお問い合わせはニッシンジャパン株式会社までお願いします。
※イベント情報は予告なく変更する場合がございます。

※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。

● セミナー内容
A-①

EIZO

A-②

セコニック

QCM でモニターとプリントの簡単カラーマッチング
初めての露出計講座

A-③ マウスコンピューター

写真ユーザー必見！パソコン買換のポイントをご紹介！

A-④

EIZO

作品をランクアップ！今こそカラーマネージメント

A-⑤

セコニック

カラーメーターと最新の演色評価数講座

A-⑥ マウスコンピューター

写真ユーザー必見！パソコン買換のポイントをご紹介！

A-⑦

アガイ商事

今からはじめる LED ライティング

B-①

イメージビジョン

B-②

ベルボン

B-③

マルミ光機

B-④

イメージビジョン

B-⑤

ベルボン

B-⑥

マルミ光機

Spyder で簡単カラーマッチング
使い方合ってますか？三脚の使い方

基本編

そうだったのか！初めての PL/ND フィルター
簡単ライティング、ストロボ＆LED 編
もっと写真が楽しくなる！三脚の使い方

応用編

柔らかな光のマジック、DHG ソフトフィルター入門

B-⑦ 「蔵CURA」3i（株） レンズ・フィルターのお最新お手入れ方法 ボディーも！
C-①

ニッシンジャパン

C-②

タムロン

i60A の基本操作と簡単ライティング
タムロンレンズで楽しむ鉄道写真

C-③ 市川ソフトラボラトリー

よくわかる RAW 現像【RAW 現像基礎編】

C-④

i60A の基本操作と簡単ライティング

ニッシンジャパン

C-⑤ 市川ソフトラボラトリー

RAW 現像ソフトでできること【RAW 現像応用編】

C-⑥

エプソン販売

写真家として知っておきたいレタッチ＆プリント

C-⑦

タムロン

D-① ファインアートプリント
D-② 広田泉さんセミナー

タムキューで楽しむマクロレンズの世界
作品にあわせて選ぶインクジェット写真用紙
第一部
第二部

広田泉の最新機材で広がる写真表現。オリンパス E-M1X のないしょ話
プロ専門カメラチューナーと元デジカメ開発者に聞く『広田泉のそこをなんとかぁ～』

