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マウス、カメラと写真映像のワールドプレミアショー
「CP+（シーピープラス） 2018」へ出展！

2018.02.21

マウスコンピューターTOP > マウス、カメラと写真映像のワールドプレミアシ…
Like 7 ツイート 0

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピューター）は、2018年 3月 1日（木）～ 3月 4日
（日）に神奈川県横浜市のイベントホール パシフィコ横浜で開催される、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス）
2018」に出展します。

マウスコンピューターブースでは、クリエイター向けパソコンブランド 「DAIV」（呼称：ダイブ）のRAW現像にフォーカスしたデスクトップパソコ
ンや、発色性/色再現性に優れた液晶パネルを採用したノートパソコンなど、最新機種を展示します。実際に触れてお試しいただける体験ブースで、
高性能なパソコンによるRAW現像を体験できます。

また、業界の第一線で活躍されているプロカメラマンによる、RAW現像ノウハウなどの写真の楽しみを広げるテクニックを紹介するセミナーを開催
するほか、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。

セミナーのスケジュールや、キャンペーン詳細は、マウスコンピューター CP+2018 特設サイトにて紹介します。

マウスコンピューター CP+2018 特設サイト

DAIV ホームページ

RAW 現像作業を高速にするハイスペックパソコンの体験が可能です。また、クリエイ

ター向けに開発された内部構造や、アクセシビリティも体験できます。

高速データ転送・高速処理による RAW 現像からカラーマッチングによるプリントま

で、いままでの「煩わしさ」や「不一致」からの解放を体験できます。

写真家：諏訪 光二 写真家：秦 達夫 写真家：横山 崇

モデル名：DAIV-DGZ520E3-SH2-RAW 
通常販売価格：129,800円(税別) 
OS：Windows 10 Home 64ビット 

CPU：インテル® Core™ i5-8400 プロセッサー 

メモリ：DDR4 16GBメモリ 

グラフィックス：GeForce® GTX 1050/2GB 

ストレージ：240GB SSD + 2TB HDD 

UHS-II 対応マルチカードリーダー 

仕様詳細はこちら

「CP+2018」イベント概要

イベント名：カメラと写真映像のワールドプレミアショー［シーピープラス］
公式 Web サイト：http://www.cpplus.jp/ 

開催日程 ： 2018年 3月 1日（木）～ 3月 4日（日） 

時間 ： 10：00 ～ 18：00 （最終日のみ 17：00 まで） 

※ 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入場可能）となります。
会場 ： パシフィコ横浜（展示ホール、アネックスホール、会議センター）／大さん橋ホール

「CP+2018」マウスコンピューターブース出展概要

マウスコンピューターブース

ブース番号：G-35

ブースイメージ（上面から見た図）

ブースイメージ（側面から見た図）

ブースの見どころ

最新高性能パソコンを多数展示。RAW 現像や話題のVR動画コンテンツを体験できます。

・RAW 現像で思い通りの仕上がりに 

 今まで RAW 現像をしたことがない方、既に RAW 現像をされている方など、ブースを訪れた全ての方にお楽しみいただけるよう、カメラメーカー
純正 RAW 現像ソフトや、RAW 現像に特化したソフトをセットアップした、高性能なパソコンで RAW 現像を体験できます。 

 また、カラーキャリブレーション、カラーマッチングプリントゾーンでは、明暗の調整や色温度の調整を行い、色味の変化具合を体感できます。

RAW（通称：ロウ）現像とは？ 

JPG などの画像形式になる前の未加工（ ＝ RAW ）データです。豊富な色情報を持ち合わせ、パソコンと専用ソフトを用いて画質劣化の少ない編集
を行える為、写真を趣味とした幅広いユーザー層に高い人気を誇ります。

・VR-ヘッドマウントディスプレイを使った 8K 解像度の VR 動画コンテンツ体験
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。

プロカメラマンによる RAW 現像ノウハウをお伝えするセミナーを開催

最前線で活躍されるプロカメラマンの方々による、撮影技術／現像技術／RAW現像に最適なパソコン選びなど、様々な切り口で写真を楽しむテクニ
ックを紹介するセミナーを開催します。

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

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。※
記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※
記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。※
画像はイメージです。※
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