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「CP+ 2018」マウスコンピューターブースにて、フォトグラファーをはじめとした、さまざまなプロフェッショナルのクリエイターの意見を反映してデザイ
ンされたパソコン「DAIV」を展示いたします。
展示コーナーでは、初めてRAW現像に触れる方から、使いこなしている方まで満足いただける、ハイスペックPCのメリットを体験頂けます。
また、今年は8K解像度で制作されたVRコンテンツもご用意しています。最新テクノロジーによる映像表現をお楽しみください。
ステージイベントでは、プロカメラマンの方々による、各ソフトウェアのRAW現像ワークフローやテクニックをお伝えします。
パソコンはデジタルフォトの可能性を広げるツールとしては欠かせない存在になりつつある今、パソコンメーカーだからできる提案が私たちには数多くありま
す。「CP+ 2018」にご来場の際は、ぜひマウスコンピューターブースにお立ち寄りください。

開催概要

会期

2018年3月1日（木）・2日（金）・3日（土）・4日（日）
10:00～18:00（最終日のみ17:00）
3月1日（木）10:00～12:00はプレスタイム（特別招待者・プレス関係者・プレスタイム招待券持参者のみ）

開催時間

会場

パシフィコ横浜

主催

一般社団法人 カメラ映像機器工業会（CIPA）

展示コーナー
初めてRAW現像に触れる方、すでに使いこなしている方、どちらもお楽しみ頂けるよう、初心者向け・上級者向けに、展示コ
ーナーをご用意しています。
また、展示コーナーを体験頂いた方のみが参加可能な、PCプレゼントキャンペーンもございます。

RAW現像で革新する写真表現の世界

カラーマッチングによる印刷の楽し
さを体験

RAW現像のメリットを体験

カメラ純正ソフトウェアでのRAW現
像速度を体験

今、活躍するクリエイターにも認められる確かな性能

プロフェッショナルが認めるDAIVの
メリット紹介

DAIVがこだわる快適な内部構造、ギ
ミックの紹介

Lightroom／SILKYPIXでのRAW現像
速度を体験

8KVR展示コーナー
8Kもの高解像度を持ったVR動画コンテンツをご用意しています。
映像解像度：8K (7,680×4,320) の情報量を持つ高解像度な VR動画コンテンツとなり、一般的な家庭用テレビ(フルHD) の 16
倍、4K 解像度テレビの 4倍という大量な情報量を有し、細部にわたり繊細、鮮明に表現された映像で、VR動画コンテンツを
楽しむことができます。

ステージイベント
ステージイベントでは、プロカメラマンの方々による、RAW現像ワークフロー、テクニックをご紹介します。
また、ステージを観覧頂いた方のみが参加可能な、PCプレゼントキャンペーンもございます。
写真家

諏訪 光二

氏 （Webサイト）

【ハードに写真を扱うPC環境と、PC選びで大切な要素】
3/1（木） 13:40-14:00
3/2（金） 15:40-16:00
3/3（土） 13:40-14:00
3/4（日） 16:20-16:40
【ビッグデータ処理でもDAIVは強い味方～Photoshop/Lightroomでの
れ～】
3/1（木） 15:40-16:00
3/2（金） 13:40-14:00
3/3（土） 16:40-17:00
3/4（日） 14:40-15:00

処理の流

【紹介】
1968年東京生まれ。日本大学芸術学部写真学科中退後フリーランスフォトグラフ
ァーとして活動を開始。雑誌取材撮影、広告撮影、各種写真教室・イベント講師、
各種専門誌等での原稿執筆等を行いながら作品を製作。LIGHT PARTY Inc.取締
役。多摩美術大学非常勤講師。京都造形芸術大学講師。G-Technologyアンバサダ
ー。EIZO ColorEdge グローバルアンバサダー。SAMURAI FOTO会員。

写真家

秦 達夫

氏 （Webサイト）

【RAW現像テクニックを活かした作品作りのヒント】
3/1（木） 12:40-13:00
3/2（金） 16:40-17:00
3/3（土） 11:40-12:00
3/4（日） 15:40-16:00
【RAWデータを知ればもっと写真が面白くなる】
3/1（木） 16:40-17:00
3/2（金） 11:40-12:00
3/3（土） 15:40-16:00
3/4（日） 11:40-12:00
【紹介】
１９７０年４月２０日生まれ。長野県南信濃村出身。
写真家の竹内敏信氏のアシスタントを経て写真家として独立。 銀塩＆デジタルカ
メラを使い「ふるさと」をテーマに国内取材を重ねている。
その一方で「ニュージーランドやアラスカ」を舞台に写真創作活動を行っている。
ＥＯＳ学園講師・フジクロームクラブ講師・クラブツーリズム講師・Foxfireアド
バイザー・各カメラ雑誌等で執筆

【 市川ソフトラボラトリー コラボレーションセミナー 】
株式会社 市川ソフトラボラトリー （Webサイト）
写真家 横山 崇 氏 （Webサイト）
【SILKYPIX Developer Studio Pro8 を用いたRAW現像テクニック】
3/1（木） 14:20-14:40
3/2（金） 14:40-15:00
3/3（土） 14:40-15:00
3/4（日） 13:00-13:20
【紹介】
1975年生まれ。千葉県出身。
東京美術学校 短期グラフィックデザイン科卒業後、大日本印刷株式会社、市川ソ
フトラボラトリーを経て、現在フリーランスフォトグラファーとして活動中。
フリーランスフォトグラファーとして撮影業務のほかに、デジタルカメラ関連メー
カーでの写真編集セミナー、写真愛好家向けに写真のレクチャー、イベントや写真
展企画を行う。

イベントスケジュール

最新パソコンが当たるキャンペーンを開催

マウスコンピューターブースに来訪頂いた方から、抽選で2名の方に最新パソコンが当たるキャンペーンを開催します。応募条
件は以下となります。

体験ブース
当ブースにて各機材を用いて実際に体験された方/当社スタッフの応対を受けて頂いた方

ステージブース
当ブースのセミナーを最後までご覧頂いた方
それぞれ、キャンペーン応募用の”アンケートチケット”を配布します。
チケットに記載されたQRコードの読み取り、またはチケットに記載されたアンケートページのURLへアクセスし、必要事項を
ご記入の上ご応募ください。

プレゼント対象パソコン情報
DAIV-DGZ520E3-SH2-RAW
通常販売価格：129,800円(税別)
より使いやすく、新しい体験を。
Windows 10 Home 64ビットを搭載。

6コアCPUを搭載。
クリエイティブな要素において高いパフォーマンスを発揮。
GeForce® GTX 1050 (2GB)を搭載。
製作環境を強力にバックアップ。
メモリ容量は16GB、複数立ち上げて作業を行うクリエイティブ系アプリ
も快適動作。
OSやアプリは高速なSSDを、データの保存は大容量ハードディスクで効
率的に使い分け。

詳細はこちら

ブースマップ

ご注意
※スケジュール、展示内容は予告なく変更する場合がございます。
※詳細につきましては、「CP+ CAMERA ＆ PHOTO IMAGING SHOW 2018」のイベントページをご覧ください。
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