
株式会社マウスコンピューター 

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社⻑︓⼩松永門、本社︓東京都中央区、以下マウスコンピュータ
ー）は、2 月 28 日（木）〜3 月 3 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）2019」に出展します。

「CP+2019」では出展コマ数を 8 コマ※に拡大し、クリエイター向けパソコンブランド“DAIV“（呼称︓ダイブ）の
画像編集に最適な Adobe RGB 比 100%の広色域対応液晶を搭載するノートパソコンや、最新の第 9 世代 
インテル® Core™ i9 プロセッサー 搭載デスクトップパソコンなど、最新機種を多数展示します。

また、プロカメラマンによるトークセミナーや、パソコン実機に触れ、写真編集をお試しいただける、ハンズオンセミナ
ーを開催し、最新のパソコンを用いた RAW 現像の快適さをお伝えします。 

また、アンケートにお答えいただく事でエントリー可能な、最新パソコンが当たるキャンペーンもブース内で開催します。
セミナーのスケジュールやキャンペーン詳細につきましては、「CP+2019」出展 特設サイトにて、随時情報を公開いたし
ます。

「CP+2019」出展 特設サイト︓https://www.mouse-jp.co.jp/creator/event/cpplus2019/ 
DAIV ホームページ ︓https://www.mouse-jp.co.jp/creator/ 

※昨年の CP+2018 出展コマ数︓6 コマ

マウスコンピューター
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）2019」へ出展︕

News Release

情報解禁⽇時︓2 月 8 ⽇(⾦）15:00 以降 



■「CP+2019」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︓2019 年 2 月 28 日（木）〜3 月 3 日（日）
時間 ︓ 10︓00〜18︓00 （最終日のみ 17︓00 まで）
※2 月 28 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+2019」マウスコンピューターブース出展概要

ブースイメージ（側面から⾒た図） 

マウスコンピューターブース（ブース番号︓G-34）



■ブースの⾒どころ

■最新のパソコンを多数展示。展示機にて編集作業を体験いただけます。

・高性能パソコンを用いたRAW現像や、カラーマッチングプリントを体験。
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、全ての方にお楽しみいただけるよう、カメラメー

カー純正のRAW現像ソフトやサードパーティーのRAW現像に特化したソフトを高性能なパソコンで体験することができ
ます。

また、色域にあわせて液晶モニタとプリンタの色空間／色再現性を調整し、モニタで確認した色をプリントでも忠実に
再現するカラーマッチングプリントを実際に印刷してご確認いただけます。 

※ 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
るため、プロの写真家や、写真を趣味とした方々など、幅広いユーザー層に高い人気を誇ります。

・4K-UHD解像度の映像編集を体験。
近年、高画質／高解像度の動画撮影に対応するデジタル⼀眼レフカメラが急速に普及し、4K-UHD解像度の動

画編集の需要が増加しています。従来のフルHDよりも多くの情報量を含むため、遅延の無い動画編集を⾏うために
は、高性能なパソコンが必要となります。 

マウスコンピューターブースでは、4K-UHD解像度の動画編集を遅延無く処理することが可能なマルチコアCPUを搭
載した高性能デスクトップパソコンや、4K-UHD解像度の動画を等倍で表示出来るノートパソコンを展示し、快適な動
画編集を体験していただけます。 

各種 RAW 現像ソフトを準備した最新パソコンを

展示します。サンプルデータを用いて RAW 現像

の処理速度をご体験いただけます。 

サンプルデータを実際にプリントアウトし、カラーマ

ネージメントやカラーマッチングプリント時の「煩わ

しさ」や「不⼀致」からの解放をご体験いただけま

す。



■プロカメラマンによる写真ノウハウをお伝えするセミナー

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

セミナースケジュールはマウスコンピューター CP+2019 特設サイトにて順次公開いたします。(2 月 15 日（⾦）公
開予定)

■RAW現像ハンズオンセミナーを開催

ノートパソコン実機を用いて RAW 現像やレタッチ作業を⾏い パソコンパフォーマンスを体験していただける「ハンズオ
ンセミナー」を実施いたします。実際のワークフローをご⾃⾝で⾏う事で、調整後の色再現性や処理速度など、DAIV の
魅⼒を肌で感じていただけるハンズオンセミナーです。

（定員 8 名/講演 1 回 ／ 事前申し込み制） 

クリエイター向けに開発された DAIV シリーズ

を動態展示します。内部構造や、アクセシビリテ

ィをご確認いただけます。

4K-UHD 解像度対応ノートパソコンを展示しま

す。広色域・高精細な液晶モニタをご確認いた

だけます。 

写真家︓諏訪 光二 氏 写真家︓秦 達夫 氏 



ハンズオンセミナー内容
タイトル ︓SILKYPIX 9 を使った RAW 現像体験
講師 ︓株式会社 市川ソフトラボラトリー ⻄巻 敏 氏 
日時 ︓3 月 2 日（土） 10︓30〜11︓00 
定員 ︓8 名（事前申し込み制） 

タイトル ︓Photoshop を用いた高画質／高品質 RAW 現像テクニック
担当 ︓写真家 諏訪 光二 氏 
日時 ︓3 月 2 日（土）11︓30〜12︓00 ／ 3 月 3 日（日）10︓30〜11︓00 
定員 ︓各回 8 名（事前申し込み制） 

ハンズオンセミナー受講は、 「CP+2019」出展 特設ページ よりお申込いただけます。
※セミナータイトルは変更となる場合がございます。

■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いただき、アンケートにご回答いただいた方から、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。パソコン体験ブース、ステージブースにおいて、要件を満たした方へ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二次元コードを読み取り、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。 

【プレゼントキャンペーン抽選数】 
・体験ブース × 1 台 ︓当ブースにて各機材を用いて RAW 現像や動画編集を体験いただいた方 
・ステージブース × 1 台 ︓当ブースのセミナーを最後までご覧いただいた方



■プレゼント対象パソコン情報
モデル名:DAIV-DGZ530E3-SH2-DGP
通常販売価格︓12 万 9800 円（税別）

・OS: Windows 10 Home 64 ビット
・CPU:インテル® Core™ i5-9400F プロセッサー
・グラフィックス:GeForce® GTX 1050/2GB
・メモリ:DDR4 16GB メモリ
・ストレージ:240GB SSD + 3TB ハードディスク
・光学ドライブ:ブルーレイディスクドライブ
・UHS-II 対応マルチカードリーダー

本キャンペーンの詳細は、「CP+2019」出展 特設サイト にてご確認いただけます。 

■秋葉原ダイレクトショップでも DAIV 実機展示を⾏い、期間限定で割引クーポンを配布

「CP+2019」会期中に会場に往訪出来なかった方や「CP+2019」会期後にもう⼀度製品に触れてみたい方向け
に、 マウスコンピューター 秋葉原ダイレクトショップ(2 階) にて、実機展示コーナーを拡充し、店頭で気軽に RAW
現像を体験いただけるコーナーを設置します。展示機にはデモ用画像データが入っておりますが、USB メモリにてファイル
をお持ちいただければ、お手持ちのデータで RAW 現像をお試しいただけます。 

また、期間限定で、RAW 現像ソフト「SILKYPIX」の割引クーポンを配布いたします。 

■RAW 現像体験コーナー設置店舗
マウスコンピューター 秋葉原ダイレクトショップ (2 階)
〒101-0021
東京都千代田区外神田 1-2-4
営業時間︓11:00〜19:30



■RAW 現像コーナー展示製品仕様

モデル名︓DAIV-DGZ530U2-M2SH5
・OS: Windows 10 Home 64 ビット
・CPU:インテル® Core™ i9-9900K プロセッサー
・グラフィックス:GeForce RTX™ 2080/8GB
・メモリ:DDR4 32GB メモリ
・ストレージ:512GB M.2 SSD(NVMe 対応) + 3TB ハードディスク
・光学ドライブ: ブルーレイディスクドライブ

■【期間限定】 SILKYPIX 割引クーポン配布を配布︕
店頭にて RAW 現像ソフト「SILKYPIX」（提供︓株式会社市川ソフトラボラトリー）による、RAW 現像体験をさ

れた方に、「SILKYPIX 割引クーポン」を枚数限定で配布いたします。 

配付期間︓2 月 28 日（木）〜3 月 31 日（日） 
※規定数量に達し次第、期間中であっても配布を終了する場合があります。


