映像コンテンツ事業

株式会社ロボット
ROBOT は、エンタテインメントを通じて、勇気と希望を社会に与えていく会社です。
私たちは、自分たちが制作する作品はすべてエンタテインメントだととらえています。
映画やアニメーションはもちろんですが、テレビ CM など広告制作においても、少しでも多くの人々を感動させる作品をつくっていきたい。
その感動は、きっと世の中の明日への力になっていくはずだ。そんな想いで、私たちは毎日いろんな分野の作品作りに取り組んでいます。

SERVICES

劇場用映画企画制作

TVCM 企画制作

XR コンテンツ企画制作

配信ドラマ企画制作

デジタルコンテンツ企画制作

体験型コンテンツ企画制作

WORKS

CONTACT

ゴーストブック おばけずかん

余命 10 年

STAND BY ME ドラえもん２

©2022「GHOSTBOOK おばけずかん」製作委員会

©2022「余命 10 年」製作委員会

ⒸFP/2020 SBMD2

リクルート「HOT PEPPER Beauty」

マルコメ「料亭の味」

Google「Google Pixel 6」

TVCM

アニメ TVCM

TVCM

公式サイト URL : https://www.robot.co.jp/

日本テレビ ×Hulu 共同製作ドラマ

NETFLIX オリジナルシリーズ

© 日本テレビ

Ⓒ麻生羽呂・小学館 / ROBOT

パンドラの果実 〜科学犯罪捜査ファイル〜
HJ ホールディングス

「TAIWAN 2022 XPARK PROJECT」
SPACE DESIGN / AR CONTENTS / MOVIE CONTENTS
INTERACTIVE CONTENTS / PRODUCT DESIGN

今際の国のアリス

「IRO×IRO STADIUM」
SPACE DESIGN / INTERACTIVE CONTENTS / APP GAME

問い合わせフォーム : https://www.robot.co.jp/company/map.html#contact
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映像コンテンツ事業

株式会社ピクス
「独創性と革新性」を常に心がけ、新しい感受性を持った映像を通し、人の心に「楽しい驚き」を提供します
幅広いジャンルで新しい映像表現を追求。近年では大型 3D プロジェクションマッピングをはじめ、商業施設や各種展示会における VR、AR、
サイネージなどの最新技術を駆使した空間映像演出なども数多く手がけ、よりフレームレスな映像体験を発信しているほか、自社 IP コンテン
ツの企画、開発にも取り組んでいます。

SERVICES

デザイン・設計・制作・施工

映像企画制作

CF、ミュージックビデオ、WEB ムービー、プ

展示会、イベント施設、アミューズメント施

ロジェクションマッピング、屋外広告、イベン

設、文化施設

ライブ・エンタテインメントに関わる映像制作

ライブ収録、ステージ映像、パッケージ用映像

ト、常設展示、放送局用映像
IP コンテンツの企画・開発及び著作権の管理

デジタルコンテンツ企画・制作

AR、MR、VR

劇場映画、TV ドラマ、キャラクター、小説

NETFLIX「Netﬂix 人間まるだし。」

K ATE × 米山舞 × Eve「YOKU」

クリエイターマネジメント業務

WORKS

日清食品
「0 秒チキンラーメン」

2020 60th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS
フィルム部門Aカテゴリー 総務大臣賞／ACCグランプリ受賞

JAL SKY MUSEUM サイネージ映像

CONTACT

Nintendo Switch™「Nintendo Switch Sports」
進行管理、イラスト制作協力

公式サイト URL : https://www.pics.tokyo/

「映画 オッドタクシー イン・ザ・ウッズ」企画・原作

問い合わせメール : post@pics.tokyo
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映像コンテンツ事業

株式会社オー・エル・エム / 株式会社オー・エル・エム・デジタル
Come Smile With Us < 感動を世界へ >
子ども、大人、世界中の人の笑顔．笑顔の魅力に年齢や国籍は関係ありません。そして、すばらしい映像を見たときの観客の笑顔も魅力的です。この笑顔を見たいと思う
気持ちが私たちのエネルギーです。OLM グループは子どもたちを中心に愛され続けている「ポケットモンスター」をはじめ、数多くのアニメ作品やフル CG 作品、VFX
映像など制作しています。また、海外向けの TV シリーズや映画作品の制作を通じて、活動のフィールドを広げています。鮮烈な情熱でつくり出す私たちの映像で、もっ
と楽しませたい。そして、多くの人びとの心を豊かにしたい。OLM グループは、映像を愛するすべての人へ笑顔と感動をお届けします。

SERVICES

アニメ

ＣＭ

実写映画・ドラマ企画制作

WORKS
アニメーション制作
プロジェクトごとに１チーム体制で統括する「チーム制」で円滑
な進行をサポート。感 性と経 験を磨き上げたクリエーターの演
出・作 画によって命を吹き込まれ た作品は強 力なデジタル環
境での彩 色や 編 集 などの最 終工 程でハイクオリティな仕 上が
りとなります。

実写映画・ドラマ
ＯＬＭグループの強みである CG との融合も視野にいれること
で、作品にリアリティとエンタテインメント性 豊かな演出を加
えます。また、劇場映画をはじめ T V ドラマや Web ドラマなど
多様化するメディアに対応した作品づくりを行っています。

© ＴＯＭＹ・ＯＬＭ／ラブパトリーナ製作委員会・テレビ東京

©2021『妖怪大戦争』ガーディアンズ

3DCG アニメーション制作
企画・シナリオなどのプリプロダクションから、アニメ・実写
のビジュアルエフェクトや３ＤＣＧ制作、最終段階の合成・編集
まで 一貫したデジタル 映 像を制 作。国 内トップクラスのシステ
ム環 境と自社開発ツールによりハイクオリティな映 像を効率よ
く作り出します。

CONTACT

公式サイト URL :https://olm.co.jp/
電話番号（代表）: 株式会社オー・エル・エム

問い合わせフォーム : https://olm.co.jp/about/inquiry/
03-3795-8897 / 株式会社オー・エル・エム・デジタル

03-5433-5588
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映像コンテンツ事業

株式会社ビラコチャ

コミュニケーションの可能性を広げるデザイン
コンテンツ制作におけるキービジュアルやロゴの制作など公開までの広告物をグラフィックの側面からクリエイションします。作品に込められた想いやメッセージ、世界
観を把握し１枚のグラフィックを作り上げる。コミュニケーションポイントを広げるデザインで、作品の魅力を多くの人に知ってもらい、感じてもらう。作品の魅力を最大
限に引き出したビジュアルを引き出すのが、ビラコチャのクリエイティブです。

SERVICES

グラフィック

web・広告

グラフィック・Web・広告
・雑誌、新聞、ポスターなど広告・宣伝全般の企画・制作

・WEB プロモーション企画・制作・運営

・カタログ、パンフレット、POP、ノベルティなど SP ツールの企画・制作

・舞台製作・運営

・ビデオ、CD、DVD パッケージデザイン

・イベントプロモーション企画・制作

CONTACT

公式サイト URL : https://www.viracocha.co.jp/

問い合わせフォーム : https://www.viracocha.co.jp/contact

電話番号（代表）：03-5787-6356
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映像コンテンツ事業

Sprite Entertainment Inc. (Sprite Animation Studios)
ワクワクは無限大！
Sprite Animation Studios は CG アニメーションを作る会社です。自分たちにしか作れないスプライトらしい -Spriteness- ものを作りたいと考え、2002 年にハワ
イで設立、2004 年にロサンゼルスに拠点を移しました。アメリカ育ちですが、コアスタッフは日本人で構成され、日本ならではの作品を世界に広めるという考え -East
meets Western- を大切にしています。私たちは小さなスタジオであることに誇りを持ち、そうでなければ達成できないことを目指します。そして CG アニメーションの
持つ力を信じ、情熱を忘れず、人々を感動させる作品を作りたいと願っています。

SERVICES

CG アニメーション企画制作

CG 制作
オリジナル作品を世界へ発進する情報チームとして、企画立案から映像制作のワークフロー・ツール制作も独自に行っています。世界のアーティストが絶え間なく交流するロサンゼルスに
拠点をおき、そのエネルギッシュで創造性豊かな環境から生み出される作品は、独創的で世界で唯一の価値をもった映像作品となります。

CONTACT

公式サイト URL : https://www.spriteanimation.com/

問い合わせフォーム : https://www.spriteanimation.com/contact

電話番号（代表）: 010-1-310-641-7400
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映像コンテンツ事業

株式会社 主婦の友インフォス
物語が、言葉が、声が、キャラクターが、そして一枚の写真が、世界 < エンタテインメント > を創る
主婦の友インフォスは、雑誌・web・写真集・動画配信・イベントの声優グランプリ事業、雑誌・web のロト・ナンバーズ事業、雑誌・web・写真集の
S Cawaii! 事業、文庫・電子ブックのヒーロー文庫のライトノベル出版事業を中核としたエンタテインメント・コンテンツを制作する会社です。

SERVICES

出版
生放送

雑誌

書籍

web ラジオ

ムック
BL

電子書籍

写真集

声優

ライトノベル

タレント

宝くじ

エンタテインメント

イベント

雑誌・書籍出版事業

配信事業

【雑誌】

ニコニコ動画で、声優誌『月刊声優グランプリ』公式のチャンネルとして『声優グランプリチャンネル』及び『声グラオトメ

声優のグラビア情報マガジン『声優グランプリ』、宝くじ総合雑誌『ロト・ナンバー

チャンネル』を運営しています。チャンネルでは、旬の声優の生放送動画やラジオ番組を配信中です。また、配信番組のオ

ズ「超」的中法』、ジャンルレスでボーダレスな超好奇心マガジン『S Cawaii!』の

ンラインイベントや、リアルイベントも定期的に開催しています。

3 誌を発行しています。
Youtube では、新しく 推せる人気声優 × 推せる BL コミック を組み合わせた BL ボイスコミック配信チャンネル『推
【書籍・ムック・文庫】

す♂ BL Lab.( ラボ ) 〜イケ生ボイス CH 〜』を開設しました。

声優の写真集や 2.5 次元俳優のムック、ヒーロー文庫のライトノベル、その他、

他にも、タレントのオフィシャルチャンネルを運営し、オンラインサイン会やトークショーも開催しています。

実用系の付録付きの本を発行しています。

CONTACT

公式サイト URL : https://www.st-infos.co.jp/

問い合わせフォーム : https://www.st-infos.co.jp/inquiry/
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映像コンテンツ事業

株式会社 IMAGICA EEX
体験を拡張し、未来を創造する

Expand the Experience, Create the Future

テクノロジーとクリエイティブの高度な融合によりリアルとバーチャルの境目はなくなり、体験は拡張され、今までにない驚きと感動が生まれる。
私たちは新しいエンタテインメントや体験を創造することにより、豊かな暮らしと文化の発展に貢献します。

SERVICES

ライブ関連事業

テーマパーク関連事業

メタバース関連事業

IMAGIC A GROUP のクリエイティブとテクノロジーの高度な映

8K や 12K 等の高精細映 像を軸に空間演出を施した高臨場感ラ

メタバース（仮 想空間）でのエンターテインメント分 野のプラット

像技術を活かしたライブ「XR LIVE © ( クロスリアリティー・ラ

イブビューイング「VISIONS SUPER LIVE IEWING©」などを活

フォーム開発 や XR を駆使した音 楽ライブ等の制作をすることに

イブ）」の企画、制作、配信、運営等を通して今までにないライブ

用した空間演出により、新しいリアル空間での体験を実現します。

より、今までにないバーチャル空間での体験を実現します。

体験を実現します。

WORKS

「LIVE DIVE（ライブダイブ）酸欠少女さユり」
NTT ドコモと共同で、映像テクロジーを活用したオンラインライブ配
信を映像配信サービス
「dTV®」にて配信。

「バーチャル TGC」
東京ガールズコレクションの世界観を完全再現したメタバース空
間で、リアル開催のファッションイベントも生配信。

CONTACT

公式サイト URL : https://eex.co.jp/

「マイナビ TGC 2021 A/W 」
最先端映像テクノロジーを活用することにより、
メタバース時代の
ファッションショーを実施。

「NeoMe（ネオミー）」
ぴあが提供を開始するバーチャルライブプラットフォーム
「NeoMe（ネオミー）」へ企画開発協力。

「RED° TOKYO TOWER SKY STADIUM』
esports パーク
「RED ゚TOKYO TOWER」を開発する 東京 e
スポーツゲートと業務提携し次世代エンタメは新拠点を開設。

「東京国際プロジェクションマッピングアワード Vol.６」
P.I.C.S.と共同で東京ビッグサイトで「東京国際プロジェクション
マッピングアワード」の主催。
【のべ2２万人視聴(過去最高）】

問い合わせフォーム : https://eex.co.jp/contact/

Copyright © IMAGICA GROUP Inc. All Rights Reserved.
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映像コンテンツ事業

株式会社 IMAGICA IRIS
クリエイティブに特化したデジタル広告代理店
IMAGICA GROUP が培ってきた映像制作に関する経験を活かしながら、デジタル広告の企画・制作から広告出稿・運用分析まで一貫して対応することで、
クライアントの「伝えたい」とユーザーの「知りたい」をつなぐ架け橋となるべく活動をしています。

SERVICES

動画広告

広告運用

オンラインセミナー

SEM

オンライン展示会

リスティング広告
LP 制作

ディスプレイ広告
バナー制作

DSP

GDN

デジタルマーケティング

YDN

SNS 広告

Web 広告代理店

CPA

CTR

CVR

Facebook Marketing Partner

動画企画制作
Twitter 認定広告代理店

WORKS
動画制作
目的に応じて的確かつスピーディに動画を制作します。完成した動画は「納品して終わり」
ではなく、広告指標の動きを分析しながら修正し、よりよい効果を追求していきます。撮影
を伴う動画制作はもちろん、静止画素材のみで構成した動画やマンガを活用した動画な
ど、Web 特有の幅広い表現に対応可能です。

Web コンテンツ制作
デジタル広告の効果を上げるためのバナー制作や LP 制作などを行っています。

レポート報告イメージ

ワタミ 株式会社様「PAKUMOGU」広告制作 / 配信

株式会社 主婦の友インフォス様「薬屋のひとりごと」広告制作 / 配信

株式会社 ポニーキャニオン様「オッドタクシー」広告制作 / 配信

最終的なゴール＝コンバージョンまでの導線全てをカバーできる体制を構築しています。

広告運用
クライアントの KPI 達成のための広告設計から媒体選定、配信・分析・レポーティング
まで一貫してサポートしています。インターネット広告に精通した専任スタッフが
中心となって運用を行いますが、クリエイターやセールスも含めチーム全員で取り組み、
高速で PDCA を回すことで効果最大化を狙います。

CONTACT

公式サイト URL : https://imagica-iris.co.jp/

問い合わせフォーム : https://imagica-iris.co.jp/contact/
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映像制作サービス事業

株式会社 IMAGICA エンタテインメントメディアサービス
世界中の映像エンタテインメントを、あらゆるメディアに

映像制作・流通を支える技術革新はデジタル化によって加速しています。多様化する視聴形態やリモートワークによる制作工程など、さまざまな環境の変化にスピー
ディーかつセキュアに適応し、わたしたちが「E2E（End to End）」と呼ぶ、映像制作とコンテンツ流通をシームレスにつなぐサービスを提供します。

SERVICES

映像制作技術
フィルムプロセス

ポストプロダクション
映像修復

ローカライズ

デジタルシネマサービス

メディアマイグレーション

配信向け技術サポート

パッケージメディア制作

アーカイブ

映像作品が創られ

世界中で楽しまれ

未来へとつなぐ

フィルムから最新のデジタル 技 術まで幅広くカバーし映 像

あらゆるメディアに対応したディストリビューションサービ

文化的価値の側面から映像作品の修復、次世代に引き継い

制作の可能性と自由度を拡大します。

スでコンテンツ流通のニーズにお応えします。

でいくためのアーカイブを行います。

・撮影 / テータマネジメント

・字幕版 / 吹替版制作

・フィルム修復、復元

・カラーグレーディング

・デジタルシネマパッケージサービス

・テレシネ、フィルムスキャン

・CG、VFX

・配信用ファイル作成 / 伝送 / 保管

・デジタル映像修復

・編集

・オーサリング / ディスクプレス / 特典映像制作

・フィルムレコーディング

・MA

・マスター QC サービス

・メディアマイグレーション

・フィルム現像 / プリント

・予告篇制作技術 / オンライン送稿

・アーカイブ（物理メディア / クラウド）

CONTACT

公式サイト URL : https://www.imagica-ems.co.jp/

問い合わせフォーム : https://www.imagica-ems.co.jp/contact/
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映像制作サービス事業

Pixelogic
映画スタジオ、放送局、デジタル配信事業者に次世代のディストリビューション・ソリューションを提供
グローバルなメディア & エンタテインメント業界において、映画・TV・配信オリジナルコンテンツ等の映像作品を、世界各地で公開するためのローカライズ＆ディスト
リビューションサービスを包括的に提供しています。バーバンク、カルバーシティ、ロンドン、カイロ、ケープタウン、ソウルに拠点を持ち、独自開発のテクノロジーを活用し
た最先端ワークフローの運用により、主にハリウッドのメジャー映画スタジオ、放送局、デジタル配信事業者などのお客様にサービスを提供しています。

SERVICES

ローカライズ

ディストリビューション

ローカライズ

ディストリビューション

・多言語字幕・吹替

・デジタルシネマ (DCP マスタリング , KDM 発行 & ディストリビューション )

・アクセスサービス ( クローズドキャプション、オーディオディスクリプション )

・デジタルメディアトランスコード、パッケージング ( 配信事業者 , OTT プラットフォーム )

・メタデータ翻訳

・物理メディア用エンコード、オーサリング (DVD/BD/UHD-BD)

・オーディオサービス

・クリエイティブサービス（マーケティング映像、ボーナス映像、メニュー画面等のデザイン・制作）

ミキシング（劇場用 / 家庭用）、イマーシブ・オーディオ（Atmos/DTS:X）、

・QC& プラットフォーム互換性テスト

オーディオコンフォーム、フォーマット変換、QC

・アーカイブサービス

ローカライズとディストリビューションを統合した End to End（E2E）サービスを提供
Pixelogic は、E2E サービスのプラットフォームである「pHelix（フェリックス）」と呼ばれる自社開発の次世代プラットフォームを活用しています。
この統合プラットフォーム上で、ローカライズ及びメディアディストリビューションサービスをシームレスに提供することで、
映画スタジオやデジタル配信事業者、放送局が自社の貴重なコンテンツを世界各地で効率的に公開することを可能にしています。
世界のコンテンツ業界は世界同時公開戦略の流れに向かっており、E2E サービスの需要は年々増加しています。

CONTACT

公式サイト URL : https://pixelogicmedia.com/
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映像制作サービス事業

Picture Production Company
クリエイティブプロダクションとして、35 年以上にわたり映画業界で予告編制作、
宣伝・広告、ローカライズサービスを提供
ロンドンとロサンゼルスに 120 名以上のスタッフを擁する PPC は、経験豊富でクリエイティブなエディター、コピーライター、モーショングラフィックアーティスト、アニ
メーター、音響 / 映像制作クルーをかかえ、オーディオミキシング、仕上げ、エンコード、デジタルディストリビューションなどの作業に対応できる最先端のポストプロダク
ション設備を備えた 24 時間体制の制作会社です。

SERVICES

劇場予告

コマーシャル

TV & ストリーミング

SNS & モバイル

VOD & ホーム

印刷物＆デジタルサイネージ

・クリエイティブ編集

・デジタルサイネージ

・ローカライズ

・モバイル & オンライン用アセット作成

・コンテンツ企画＆制作

・印刷物 & プレスデザイン

・劇場用 / 放送用 / オンライン用

・コピーライティング

・仕上げ作業 ＆ グレーディング

・撮影

・モーション GFX & アニメーション

・デジタルディストリビューション

・音響デザイン & ミキシング

・デジタルファイルエンコーディング

・アフレコ ＆ ボイスオーバー

主要取引先

CONTACT

公式サイト URL : https://www.theppc.com/
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映像制作サービス事業

株式会社 IMAGICA Lab.
クリエイティブかつテクニカルなポストプロダクションとして、お客様へ驚きと感動をご提供します
IMAGICA Lab．は、変化し続ける映像業界において常に新しい映像技術に挑戦し、社員一人一人が 研鑽探求し続ける心を持ち続けることで、
「 安心」
「 安全」のブランド
を大切に継承してきました。
「お客様第一」の精神で技術サービス力と創造力を発揮してお客様のご要望へ柔軟に対応し、これからも多くのお客様にご利用頂けるよ
うサービスを拡充していきます。

SERVICES

テレビ CM・テレビ番組等の映像技術サービス

Web、モバイル等の広告・宣伝・プロモーション向け支援サービス

システム、アプリケーションの販売 / 保守運用

各種映像技術サービス

教育・企業セミナー・イベント等の映像制作・配信向け支援サービス

CM Post Production

TV Post Production

宣伝・販促活動に用いるメディアやツールの選択 肢が増えたことにより、映 像コミュニケーションの在り方

テレビ番 組の 収 録 現 場におけるデジタイズ・映 像 編 集・音 声 加 工のサービスに 加 えて、8K 映 像 編 集や

も目的に合わせて多様化しました。IMAGICA Lab．は、こうしたニーズの変化へ迅速に対応し、従来のテレビ

22.2ch 音声加工といった最先端の技術サービスや、テレビ放 送 局向けシステム販 売 / 保守などの高品質

CM のみならず、インターネット広告、各種 PR 映像など、日々さまざまなジャンルのコンテンツ制作に携わっ

サービスのご提供にも、いち早く取り組んでいます。また、
「番組コンテンツ」の視聴メディアが多様化したこと

ています。お 客 様の目的や、求められる品 質・納 期・予算に応じた最 適なワークフローをご提 案し、撮 影

に伴い、インターネット配信用コンテンツ制作やイベント映像等の制作 / 配信にも積極的に対応するなど、こ

DIT・映像編集・VFX・カラーグレーディング・音声加工・アーカイブ・QC サポート・運用ディストリビューショ

れまで培ってきた映像・音声に関する豊富な知見や技術提案力を活かして、幅広いお客様のコンテンツ制作

ンまでワンストップにてご提供し、常に技術力と創造力を発揮しながらお客様をサポートします。

をサポートします。

CONTACT

公式サイト URL : https://www.imagicalab.co.jp/

問い合わせフォーム : https://www.imagicalab.co.jp/contact/
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映像制作サービス事業

株式会社コスモ・スペース
コスモ・スペースは「技術」
「制作」が一体となった グループ唯一の総合映像制作プロダクションです
番組・企業 PR をはじめとした映像コンテンツのプランニングから制作、中継・配信、撮影技術、VR ／ AR を始めとした最先端テクノロジーを活用したコンテンツ制作、
テレビ局内の技術協力、イベント運営、WEB 制作まで、あらゆるフェーズでビジネスを展開し、お客様のさまざまなニーズにお応えします。

SERVICES

中継・配信（スポーツ・音楽ライブ・イベント）
CG・VFX・アニメーション・BGM

４K/８K・高精細撮影

VR/AR/XR コンテンツ

ドローン撮影

モーショングラフィックス

映画・ドラマ・CM
メタバース

スポーツコンテンツ企画制作

ボリュメトリックキャプチャー

テレビ番組

企業プロモーション

Web 企画制作

放送技術（スタジオ・収録 / 送出・マスター）

WORKS
中継•配信•撮影 技術
音楽ライブ、各種スポーツ中継やライブ配信、映画・CM・バラ
エ ティーや情報番組、４K/８K、ドローン等、豊富な撮影技術を
網羅。 また、
スポーツコンテンツの企画・制作・演出を一括でプ
ロ デュースします。

企画制作
企業プロモーション、番組、
イベント、Web 映像、ネット配信など、
お客様が求めるブランドイメージをプロデュースします。
また、自
社に CG 制作チームを持つことで表現の可能性を広げ、クオリ
ティの高いコンテンツを作り上げます。

中部電力・浜岡原子力館「クイズシアター」

三和グループ会社紹介映像

ごちそうさま クッキングスクール

テレビ局内技術協力
放送局内のスタジオ運行、ファイリングから編集・送出まで当社
スタッ フが幅広く活躍。蓄積した経験とノウハウを駆使し、起こり
うるあらゆ るトラブルに迅速・的確に対応するとともに、メディア
と技術の進化と ともに変化する局内ニーズにお応えしています。

CONTACT

公式サイト URL : https://www.cosmospace.co.jp/

問い合わせフォーム : https://www.cosmospace.co.jp/contact/

電話番号（代表）: 03-3263-7201
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映像制作サービス事業

株式会社イマジカデジタルスケープ
クリエイティブな人材の育成と供給を通じ、お客様とともに新しいサービスを創造するパートナー
イマジカデジタルスケープは、制作ソリューションサービス、人材コンサルティングサービスの２事業を展開しています。
「次代の要求に応え、最新の技術、及び人材の育成と供給を通して、クリエイティブ業界の繁栄に貢献することにより、すべてのパートナーの幸福を実現します」という企業
理念を掲げ、お客様とともに新しいサービスを創造する良きパートナーとしてコンテンツ産業の繁栄に貢献していきます。

SERVICES

人材派遣・人材紹介
動画制作

スチール撮影

求人メディア運営
イラスト制作

企業研修

人材育成

3DCG 制作

2DCG 制作

デバッグ

Web 制作

アニメーション制作

デジタルコミック制作

制作ソリューションサービス

人材コンサルティングサービス

ゲームコンテンツの 2DCG・3DCG 制作をはじめ、アニメ、遊技機などのビジュアルコン

Web、ゲーム、映像、IT、プロダクトデザイン、マスコミなどの業界特化型の人材派遣、

テンツ制作プロデュース、Web サイト制作やイラスト・デジタルコミック（webtoon）制

正社員採用の支援サービスおよび、新卒の就職支援・採用支援、クリエイター育成な

作など様々な制作ソリューションをご提供します。また、日本全国のスチール・動画撮影、

どを行っています。

動画制作、クリエイティブの品質を支えるデバッグサービスなど、デジタルコンテンツ制作

企業のご要望に沿った採用をご支援します。

を支えるあらゆるニーズにお応えします。
人材派遣（東京・大阪）事業許可番号：派 13 ‒ 070304
人材紹介（全国）事業許可番号：13 - ユ - 070239

CONTACT

公式サイト URL : https://corp.dsp.co.jp/

問い合わせフォーム : https://corp.dsp.co.jp/inquiry

電話番号（代表）: 03-5459-6200
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映像制作サービス事業

株式会社ウェザーマップ
多様な専門性で、変化の時代に頼れる気象情報を

- 私たちは「伝わる」
「 響く」を大切にします-

ウェザーマップは、会社創業以来、気象情報を「伝える」ことを事業の柱として、各種サービスを行っています。
これからも、これまで培ってきた解説のノウハウをさらに発展させ、多様化するメディアそれぞれに応じた、付加価値の高いコンテンツの開発、
そして個性豊かな気象キャスターの輩出を通じて、他社には真似のできない、人間味あふれる気象情報をご提供します。

SERVICES

天気予報

防災情報

気象コンテンツ提供

気象予報士
気象データ提供

お天気キャスター

気象予報士派遣

気象ニュース・インターネット動画配信

講演・トークショー・イベント・ワークショップ
ピンポイント予報

執筆・取材対応

気象予報士講座

気象予報士サービス

気象情報提供サービス

資格取得支援・教育事業

100 名以上の気象予報士が所属し、全国の放送局をはじ

私たちは「気象エンジニア」です。気象予報士及び気象の

国家資格である気象予報士に特化した受験スクール「気象

め 様々なメディアで気 象 解 説を行っています。マスコミの

知識を持ったエンジニアがコンテンツを開発しています。

予報士講座クリア」を運営、通学講座やライブ中継講座で

現場に長く携わってきた経験を活かし、専門的な情報をわ

インターネットや放 送メディアでの気 象情 報のご利用か

資格取得をサポートしています。

かりやすくお伝えすることを心がけています。日々の天気は

ら気 象コンサルティングまで、まずはお問い合わせ下さ

有資格者向けには、実践的なカリキュラムや、気象予報士の

もちろんのこと、台風や大雨などの災害が予想される時こ

い。お客様のご要望に応じて最 適な気象データ・配信方

就業支援も行っています。

そ、気象解説のプロとしての真価を発揮します。

法をご提案します。

また、気象や防災をテーマにした講演会やトークショー、親
子で楽しく気 象を学 べるワークショップの企画運営も行っ
ています。

CONTACT

公式サイト URL : https://www.weathermap.co.jp/

問い合わせフォーム : https://www.weathermap.co.jp/contact/

電話番号（代表）: 03-3224-1785
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映像制作サービス事業

株式会社イマジカアロベイス
イマジカアロベイスは DX 推進を支援します
現在の ICT 業界の環境は、グローバル化、ニーズの多様化、技術の多様化、高度化により、かつてないスピードで変化し続けています。
このような状況において、イマジカアロベイスは高い技術力を持って、お客様の創造を超えたサービスをご提供します。
常にイノベーションを起こす事で感動をプロデュースする技術者集団であり続けます。

SERVICES

業務解析、改善コンサルティング
業務コンサルティング・業務デザイン

Web サービスの設計・開発
業務要件・システム要件定義

スマートフォンアプリ開発（iPhone ／ Android）

RPA

各種サーバ、ネットワークの設計・構築

各種システムの運用・サポート業務

基本設計、詳細設計、製造、単体・結合・総合テスト

運用保守サポート

クラウド IaaS 導入支援

CMS（HeartCore、Drupal など）

ITsolution

Robotic Process Automation

WEB servise

ソフトウェア、システムの開発・構築や、運用・保守など業

RPA の導入支援から効果検証、導入から運用保守までお客

CMS を活用し、短納期・低価格・高品質な Web サイト

界 業 種 問 わず、お 客 様 の 進 められているプロジェクトの

様の目的に合わせた最適なソリューションをご提案し、目的

制作から、サーバ構築も含めた大・中規模なシステム構築

ニーズにマッチするエンジニアをスピーディかつ確 実に提

達 成に寄 与します。目的 達 成 後も丁寧なアフターケアサー

まで、高いスキルを持ったプロフェッショナルなスタッフが

案します。プロジェクトリーダー、システムエンジニア、プロ

ビスをご提供します。

グラマーなどのチームでのご提案も可能です。

CONTACT

公式サイト URL : https://alobase.co.jp/

「企画」から「導入」、そして「保守」までをトータルでサポー
トします。

問い合わせフォーム : https://alobase.co.jp/contact.html

電話番号（代表）: 03-6892-3550
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映像制作サービス事業

株式会社 湘南ハイテク企画
あなたの未来への第一歩を湘南ハイテク企画が応援します！
AI、IoT などの新技術を含め、未来を支える人材の育成と活躍の場を提供します。
長年にわたる各種研修経験を生かしたきめ細かな指導の教育事業と、クライアント企業の的確なニーズ把握とそれにマッチした人材供給ノウハウで人材事業を展開し
ています。他社も含めた人材事業を当社教育事業で支援、あるいは相互の人材供給の展開など、教育事業と人材事業のシナジー発揮を目指しています。

SERVICES

IT 人材派遣

IT 人材紹介

各種教育講座

ソフトウェア開発

翻訳

キッティング

各種試験会場

職業訓練

公共・企業向け研修

働き方改革関連研修

教育事業

人材事業

ＩＴ技術者（プログラム開発、ネットワーク設計、運用管理、ＬＳＩ設計、論理設計等）のほか経理、営業、 企業や社会が求める人材の育成に取り組んでいます。
AI など最新動向を踏まえた技術系教育に加え、昨今の働き方改革など必要とされるヒューマン系の研
総務などの事務職、製造関連業務等に人材を紹介・派遣。
また、ハイスキル人材が多く技術コンサルや技術翻訳などもお受しています。当社の人材データバンク
の登録、お仕事の紹介・斡旋、そして就業後も担当者によるきめ細かなケアで長期間就業しています。

修も展開しています。
技術系教育では、自ら手を動かし体験しながら学ぶスタイルで実践力を養い、即戦力になれるような人
材育成の研修を心がけています。
県から委託された職業訓練や、企業の新入社員教育 / 再教育など豊富な実績があります。
オンサイト研修、カスタマイズした研修など柔軟に対応しています。
with コロナ時代に向けては、オンライン研修など受講者の研修機会を増やす試みも進めています。

CONTACT

公式サイト URL : https://www.sh-k.com/

問い合わせフォーム : https://www.sh-k.com/mailform

電話番号（各種一覧）: https://www.sh-k.com/contact
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映像システム事業

株式会社フォトロン
信頼をベースにどこまでも " 画像 " にこだわる独創企業
フォトロンは " 画像（処理）" 領域に特化して最高品質のハードウェアとソフトウェアを開発し、お客様の業務フローに最適な製品群を先進のシステムとしてまとめ
上げ、付加価値の高いご提案とご導入支援・運用サポートをしている企業です。
"Niche But Top（ニッチな市場での No.1 企業）" を掲げ、顧客満足による信頼の創造という基 本理念のもと、画像処理技術のフロントランナーとして 世の中初
の製品 づくりへの挑戦とグローバル展開を目指しています。

SERVICES

研究開発向けハイスピードカメラ
図面・技術情報管理システム
カラーグレーディング

画像解析ソフトウェア

生産現場向けハイスピードカメラ
設計支援ツール

映像・ファイル転送

イメージング事業

図面ソリューション事業

ハイスピードカメラ及びそれに関

機 械・建 築・土 木といった様々な

連する様々な画像計測システムの
開発・製造・販売・サポートを行っ

画像検査装置

ノンリニア編集

CM オンライン送稿

2D CAD

テロッパー

3D CAD

ビデオサーバ

講義収録／動画コンテンツ作成システム

放送映像システム事業

ディスクストレージ

バーチャルスタジオ・オンエアグラフィックス

学習動画共有プラットフォーム

映像ネットワーク事業

教育映像システム事業

放 送 映 像機 器に関する設 計から導

映 像 制 作の 収 録 から納 品までの

大学や専門学校、企業の研修施設に

業種で活躍する 2D CAD や、図面

入までをトー タル に 提 案 する、放

フローにおいて " 要 " となるファ

向けた講義収録・配信システムを販

管理システムを開発・販 売。日本の

送・プロ映像機器のシステムインテ

イル転送プラットフォームを、用途

売。教 育現 場で求められる映 像ニー

ています。提 供する製品 群は、世

エンジニアリング 業 界 を強 力に支

グレータです。放 送 業 界のシステム

に合わせた回線とともにリーズナ

ズに柔軟に対応し、学びの場に革新

界最高品質を誇ります。

援します。

運用を幅広くサポートします。

ブル に 提 供。映 像 制 作 ワ ー クフ

を提供します。

主 な 製 品ブランド：FASTCAM、

主な製品ブランド : 図脳

主な製品：CLEVAS、SpiderRec

主な取り扱いメーカー：

ローの足元を支えます。

PhotoCam、INFINICAM、

Avid、EVS、Vizrt、

主な製品：HARBOR、

SQ CAD

ROHDE&SCHWARZ、

C.M.HRBOR、TASKEE

Telestream 等

CONTACT

公式サイト URL : https://www.photron.co.jp

【問い合せメール / 電話番号】
イメージング事業 ： image@photron.co.jp / 電話番号 ： 03-3518-6271
図面ソリューション事業 ： cad-master@photron.co.jp / 電話番号 ： 03-3518-6272
放送映像システム事業 ： sales@photron.co.jp / 電話番号 ： 03-3518-6273
映像ネットワーク事業 ： harbor-sales@photron.co.jp / 電話番号 ： 03-3518-6275
教育映像システム事業 : e-solution@photron.co.jp / 電話番号 : 03-3518-6274

Copyright © IMAGICA GROUP Inc. All Rights Reserved.

映像システム事業

フォトロン M&E ソリューションズ株式会社
医用画像ソリューションのリーディングカンパニー
医療の進歩に伴い、医療にかかわる情報も増加する一方です。しかし重要なのは、膨大な情報の中から適切な情報を的確に効率よく活用すること。
フォトロン M&E ソリューションズは、画像分野の先駆者として培った技術をもとに、医療のフィールドで循環器向け動画ネットワークをコアとしたトータルシステム
「Kada-Solution」を提供し、画像情報の活躍に大きく貢献します。常に革新的技術を追求しながら、リーディングカンパニーとして、さらなる進化を探求していきます。

SERVICES

DICOM ネットワーク

DICOM ビューワ

循環器内科向け映像収録配信システム

DICOM サーバ

レポートシステム

透視像録画配信システム

手術映像収録配信システム

TAVI 支援ソフトウェア

医用画像事業
最新の動画処理技術による医用画像の動画ネットワークシステムを構築し、病院の循環器部門にお
けるトータルソリューションを提供。病院の循環器部門を強力にサポートします。
ブランド名：Kada

※Kada ブランドの製品画面

CONTACT

公式サイト URL ： https://www.photronmandesolutions.co.jp/
電話番号（代表）： 03-3518-6282

Copyright © IMAGICA GROUP Inc. All Rights Reserved.

映像システム事業

アイチップス・テクノロジー株式会社
多彩な映像機器の中核を担う、映像・画像処理 LSI のエキスパート
アイチップス・テクノロジーは、映像・画像処理（解像度変換 /IP 変換 / 画像歪補正等）を中心とした汎用 LSI の開発・設計・販売を手がけるファブレスメーカーです。
さらに、カスタム LSI の受託開発や IP のライセンス事業を展開しています。映像・画像処理 LSI に特化することで業界の最先端技術を取り入れた製品は、4K の各種
システムをはじめ、プロジェクター・モニター / サイネージ・マルチディスプレイ等の表示機器、複写機等の OA 機器、カメラ・検査機等の FA 機器といった幅広い分
野で使用されています。

SERVICES

画像処理 LSI

解像度変換（スケーラー）LSI

歪補正（ワーピング）LSI

エッジブレンディング LSI

測定受託サービス

LSI 開発事業

新規事業

独自のノウハウと技術で映像・画像処理 LSI を開発。プロジェクター・液晶ディスプレイ等の各種

LSI 開発事業で育まれた独自のノウハウと技術を生かして、DDR 測定業務、コンサルタント業務や

表示機器、複写機等の OA 機器、カメラ・検査機等の FA 機器などで活躍しています。

汎用モジュール基板の開発等を進めています。

CONTACT

公式サイト URL :http://www.i-chips.co.jp/

【問い合せメール / 電話番号】
LSI 開発事業 ： info@i-chips.co.jp / 電話番号：06-6492-7277
新規事業 ： info@i-chips.co.jp / 電話番号：06-6492-7299
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映像システム事業

株式会社 IP モーション
高い技術力と豊富な経験・知識で最適なソリューションを提案する ICT パートナー
IP モーションとは、IP というキーワードで大きく変化する ICT 業界において常にチャレンジする企業であり続けたい、さらに IP で世の中を動かしていきたい、という
思いを社名に込めています。ICT 業界が変化する環境の中、これらの動き（モーション）を敏感に捉え、お客様にとって最適なソリューションが提供できる ICT パート
ナーとして、継続して価値あるサービスをご提供します。

SERVICES

モバイルデータ通信サービス

MVNO 事業

衛星通信システムの位置情報サービス提供

WAN・LAN・無線 LAN・ICT 全般の設計施工保守

24 時間 365 日システム監視

Wi-Fi ルータレンタル

障害受付サービス

システム構築・保守事業

MVNO 事業・衛星通信事業

WAN, L AN, 無線 L AN、サーバールーム、データセンター、電話システム、個別特殊機器などの設

モバイルデータ通信サービスの再販、格安 SIM、Wi-Fi ルータ

計、施工、保守、故障受付をご提供します。ICT 分野の豊富な経験・知識で、お客様に最適なソリュー

レンタルをご提供します。また、衛星通信システムを使った位置

ションをご提案します。

情報提供サービスをご提供します。

CONTACT

公式サイト URL： https://www.ipmotion.jp/

【問い合せメール / 電話番号】
システム構築・保守事業 / ICT ソリューション事業部：info@ipmotion.jp / 電話番号：03-4531-4330
MVMO 事業・衛星通信事業 / モバイルソリューション事業部：info.jpn@globalstar.co.jp / 電話番号：03-4531-4332
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映像システム事業

株式会社イマジカ・ライヴ
LIVE の感動をより多くの人に！
イマジカ・ライヴは、スポーツやエンタテインメントをはじめとする様々なジャンルの映像コンテンツを最新のテクノロジーと掛け合わせ、
視聴者の皆様にお届けしています。喜び、驚き、楽しさといったライブの魅力を、より広く、深く共有するための新しい映像体験の創出を目指しています。

SERVICES

スポーツライブ制作

音楽ライブ制作

ライブ配信

ライブ中継

タブレットコンテンツ

映像アーカイブ

アーカイブ事業

スポーツ & エンタテインメント
LIVE 映像 / 中継・制作事業

スマートフォン / タブレット
コンテンツ事業

メディアセンター事業

スポーツ中継の名シーンを後世に残すべく、過

サッカー、
バスケット、
音楽イベント等、
様々な

スポーツ、音楽、グルメ、ファッション等、多彩

世界初となるライブ映像のクラウド型メディアセンター

去映像から最新の映像までの素材を最先端

ジャンルの LIVE 映像 / 中継・制作事業を展

なエンタテインメントのコンテンツ制作事業

を設立・運営。J リーグや様々なスポーツシーンをメディ

のワークフローでアーカイブ処理を行うととも

開中。
各地の協力会社と連携し、日本全国ど

を行っています。
LIVE 配信、動画制作を中心

アパートナー向けにリアルタイムで各種配信を行ってい

に、
最適ソリューションを提供します。

こでもカバーできる体制を構築しています。

に、スマートデバイスの特性をいかした企画

ます。

/ 制作を推進し、VR 等の新しい映像表現に
積極的に取り組んでいます。

CONTACT

公式サイト URL : https://www.imagicalive.com/

電話番号（代表）: 03-3511-2585

映像アーカイブセンター直通 : 03-3511-2595
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映像システム事業

株式会社フォトニックラティス
光にこだわる会社
当社は、2002 年に東北大学発ベンチャー企業として創立し、独自光学素子「フォトニック結晶」を光学計測・制御分野向けに設計・製造するとともに、光学技術にこ
だわった「偏光イメージング装置」、
「 偏光計測装置」、そして「赤外分光計測装置」などの応用製品を開発・販売をしている企業です。当社の強みである独自の光学技術
を活かし、そして「光」のもつ可能性をとことん追求することでお客様の潜在的なお困りごとや期待に応えてまいります。

SERVICES

フォトニック結晶

偏光光学素子

複屈折評価システム

エリプソメータ

膜厚・屈折率分析

偏光イメージングカメラ

フォトニック結晶チップの製造・販売
当社特許技術、自己クローニング法にて生産されるフォトニック結晶です。自己クローニング法は当社のコアテクノロジーであ
り、微細なフィルタが高密度に敷き詰められた超高集積な波長板、他には類をみない特殊な偏光子も生産可能です。光通信、
光学検査機など幅広い用途でご使用いただいています。

フォトニック結晶を応用した機器の製造・販売
2 次元複屈折評価システム
（PA/WPA シリーズ）

当社のフォトニック結晶を組み込んだイメージセンサーを活用したカメラと、当社独自のソ
フトウエアにて複屈折・位相差を高速に計測できるシステムです。

2 次元複屈折評価システム

測定波長 850nm 帯の PA/WPA シリーズ。可視光を透過しない樹脂・カルコゲナイドガ

（PA/WPA-NIR シリーズ）

ラス（顔認証、LiDAR システム等）の 品質管理、プロセス開発の強力なツールを提供します。

膜厚・屈折率分布測定
（エリプソメータ）
偏光イメージングカメラ

当社のフォトニック結晶を組み込んだ偏光センサーを活用したエリプソメータです。薄膜の
厚さ／屈折率を高速・高精度に計測できます。
当社のフォトニック結晶を組み込んだイメージセンサーを利用したカメラです。肉眼では捉
えられない偏光情報をリアルタイムに観察できます。

CONTACT

公式サイト URL : https://www.photonic-lattice.com/

問い合わせフォーム : https://www.photonic-lattice.com/contact-us

電話番号（代表）: 022-342-8781
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IMAGICA GROUP を担うテクノロジーの集合体
A dvanced R esearch G roup

アドバンストリサーチグループでは、事業会社の R&D 組織と連携し、国内外の大学と各種研究開発を実施しております。
研究テーマとしましては、アニメの自動彩色や音声合成、動画像の自動修復など、現場に関わる一歩先の技術の研究開発を行っています。
テクノロジーの変化に対応するだけでなく、その変化を発信できるリーダになれるよう、IMAGICA GROUP は挑戦を続けてまいります。

これまでの産学連携での共同研究の取り組み（事例）

高解像度化したレンズアレイと開口アレイを組み合わせる方式

①AI を使ったアニメキャラクターの自動彩色プロジェクト
奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科
中村 哲・向川研究室

千葉大学 大学院
工学研究院
久保研究室

アニメ制 作における彩 色作 業 の 効 率 化を目標に、共 同 研 究を進めていま
す。メインキャラクターのみならず、複数キャラクターの同時彩色や、少量の
学習データでも彩色できるよう、より実践を目指して研究を行っています。
また、実用化の為 OLM 社内でシステムの効果を確認するための実証実験
を並行して実施中です。

②AI 音声合成システムお天気キャスター
バーチャル森田さん を共同開発
東京大学

③ライトフィールドディスプレイの開発とフェーシャル
キャプチャ＆リアルタイムアニメーションの研究
東京農工大学

東京大学大学院情報理工学系研究科
猿渡・小山研究室

工学部生体医用システム工学科
高木康博研究室

気象予報士 森田正光の声を学習データとして、AI 技術で高音質かつ処理時

新しい方 式のライトフィールドディスプレイを開 発し、共 同で 特 許 の出 願

間を極力抑えた音声合成システムを開発しました。将 来的には、自動生 成さ

を行いました。新しいディスプレイの開 発 のみならず、3D ディスプレイを

れた気象情報を、お天気キャスターの特 徴を持った声で伝える天気予報や、

使った、新たなコミュニケーションの手段を研 究し、新たな 世界 の構 築を

声優の声色を用いた気象解説などへの適用を目指しています。

目指します。

Visual Computing 2019 優 秀 ポスター 発 表 賞、情 報 処 理 学 会 CGVI 研 究 会 優 秀 研 究 発 表 賞 受 賞
（Visual Computing + VC Communications 2021）

④

×

×

Computational Media
Innovation Centre（CMIC)

⑤

静岡大学大学院 総合科学技術研究科工学専攻
数理システム工学コース 岡部研究室

×

ニュージーランドのビクトリア大学の研究センター CMIC と共同研究を進めています。現在、キャラクターアニメーションの作業効

映像制作においては、映像上で不要な部分や残す部分を抽出しする処理をマスク処理と呼び、多くの作業を手作業で行なっています

率化の研究、ポリゴンモデルの特徴づけと軽量化に関する研究を進めており、今後は現場応用・評価をもとに実用化を進めます。

この作業を AI や従来の計算手法などを駆使して、GPU を使い高速に実行する研究をしています。

⑥

× 東京大学

東京大学大学院 情報理工学系研究科

⑦

×

×

奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科 中村研究室

セルアニメ作品の 3 次元的な矛盾に対応する中割り生成に関する研究をしています。

天気予報分野における自然言語処理に関する研究や、

Visual Computing 2020 VC 論文賞受賞、Visual Computing + VC Communications 2021 VC ショート発表賞受賞

日本各地の気象データから、任意のローカルな気象予報コンテンツを自動生成する際の、エラーに対処する研究をしています。

CONTACT

IMAGICA GROUP では未来の映像技術の調査研究と R&D 機能の高度化を目指し、外部機関との共同研究や情報交換を活発に行っています。
コラボレーションにご興味や関心がありましたら、arg̲info@imagicagroup.co.jp までご連絡ください。
IMAGICA GROUP Advanced Resarch Group 公式サイト : https://tech.imagicagroup.co.jp/
Copyright © IMAGICA GROUP Inc. All Rights Reserved.

