
InterBEE2018 ATOMOSセミナー

参加方法

現役カメラマンが語る「ATOMOS製品」を使った映像制作の現場

写真と動画のお仕事を、DSLR やミラーレス一眼と組み合わせてこなせてしまえる外部レコーダー、
それがATOMOSのレコーダーです。でもどうやって？そういった疑問をお持ちの方に是非お勧めしたいセミナーです。

キヤノン、パナソニック、ソニーのそれぞれのカメラを使う現役の方々が、実際の体験を元に語って
いただく貴重な機会となりますので、是非セミナーにご参加ください。

撮影現場とかで、他のカメラマンの方がカメラに取り
付けて使ってるモニターのようなもの、あれは一体何？

写真撮影の仕事で、動画も依頼を受けることが増えている
けれども、どうしたらいいんだろう？

・各回は定員 25名、先着順となります。

・参加時にお名刺を 1枚ご用意ください。いただいたお名刺は、ATOMOSブースで実施するNINJA V プレゼントキャンペーンの抽
  選券として使用させていただきます。

・お客様の氏名 /住所 /電話番号 /メールアドレスは、抽選のためにMEDIAEDGE株式会社が利用させていただきます。

・ご応募いただいた情報を元に、メールマガジン・ダイレクトメール等により当社商品に関するご案内を送付させていただいたり、当
  社営業担当者よりご連絡をさせていただく場合がございます。

・その他個人情報の取り扱いに関しましては、当社のプライバシーポリシーのページをご確認ください。
  https://www.mediaedge.co.jp/privacy/

セミナー参加者はNINJA V プレゼント抽選会当選確率アップ

スケジュール
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1. 講師：太田黒 哲 様
NINJA Flame、Shogun Inferno と

Canon EOS C700 の組み合わせによる活用方法

2. 講師：公文 健太郎 様
写真表現から動画表現にシームレスに
移行するための機材の使い方と表現方法

3. 講師：由井 友彬 様
NINJA Flame と Canon EOS 1DX markII

EOS C200 markII との組み合わせによる活用方法

5. 講師：吉川 宙来 様 / 瀧野 恵太 様
出来る動画クリエイターの時短術！
手軽に安心安全を得られる機材選び

10. 講師：林 裕介 様
αシリーズとNINJA V を活用した映像制作

12. 講師：林 裕介 様
αシリーズとNINJA V を活用した映像制作

7. 講師：吉川 宙来 様 / 瀧野 恵太 様
集団制作の効率化に必須！

中継・シネマ制作のマルチモニターレコーダー！

9. MEDIEDGE
NINJA V ワークショップ

4. MEDIAEDGE
NINJA V ワークショップ

11.MEDIAEDGE
NINJA V ワークショップ

6. ATOMOS 伊藤 祐二
HDRと ProRes RAW

8 . ATOMOS Jeromy Young
ATOMOSと ProRes RAW

11/14( 水 ) 11/15( 木 ) 11/16( 金 )



セミナー内容のご案内

セミナー1

セミナー 10、12

講師：太田黒 哲 様
テレビ局のディレクター、ハリウッド映画のキャスティングなど、幅
広い立ち位置から映像制作に関わる。
2012年からAGRO CREATIVE を立ち上げ数多くのMVや短編映画
の撮影を手がけるかたわら、プロデューサーとしても活躍中。
2016年から熊本器リボーンプロジェクト代表も務める。

セミナー内容：
NINJA Flame、Shogun Inferno を活用され、Canon EOS C700
との組み合わせでの撮影経験を元に、映像制作現場での実際の使用感
などをご説明いただきます。

講師：林　裕介 様 
機械工学で修士号を取得後、株式会社リコーにて RICOH GR 等のカ
メラ設計を経験。2014年 2月に退職した後に写真・映像のプロダク
ション「bird and insect」を立ち上げ。写真・映像の撮影、編集か
らドローンの操縦までこなし、企業のブランディングムービーを中心
に多数制作。機械工学の知識をベースとした理論的な機材レビューが
持ち味。

セミナー内容：
SONY αシリーズのカメラとATOMOS NINJA V を使用して、実
際に撮影現場でどのような機材・機能を駆使して制作しているかを実
演を交えてご紹介いただきます。映像クリエイターがNINJA V を導
入する圧倒的なメリットとは？

セミナー 3

講師：由井 友彬 様
美容師から映像の世界へ、異色の経歴を持ち、日本の大手航空会社向
けの「旅」の魅力を最大限に引き出す映像なども手がけられた日本を
代表する映像クリエイター。

セミナー内容：
NINJA Flame と Canon EOS 1DX markII EOS C200 markII との
組み合わせでの撮影経験を元に、映像制作現場での実際の使用感など
をご説明いただきます。

セミナー 2

講師：公文 健太郎 様
雑誌、書籍、広告でカメラマンとして活動しながら、ネパールの街や
村、日本各地の農村風景など、国内外で作品を制作出版されているだ
けでなく、近年動画表現にも活動の幅を広げています。

セミナー内容：
Canon EOS 5D markⅣや EOS C300 markⅡをベースに写真表現
から動画表現ににシームレスに移行するための機材の使い方（EFレ
ンズやNINJA V）、表現方法（log.RAW）などをご説明いただきます。

セミナー 5、7

セミナー 4、9、11

講師：吉川　宙来 様 / 瀧野　恵太 様
吉川様は、映画の撮影・収音、PV制作、インタビュー収録など多岐
のジャンルに渡って活動している新進気鋭のクリエイター。
瀧野様は、ATOMOS製品や Small Rig などのオプション製品を含め、
多種多様な機材の販売、取扱いをされているシステックインターナ
ショナルのショールーム店長として活躍されています。

セミナー内容（5）：
「出来る動画クリエイターの時短術！　手軽に安心安全を得られる機
材選び」をテーマに、NINJA V を使ってフリーランスで動画クリエ
イターとして活動するポイントなどをご紹介いたします。

セミナー内容（7）：
「集団制作の効率化に必須！中継・シネマ制作のマルチモニターレコー
ダー！」をテーマに、シネマカメラによる集団制作を行う際のポイン
トなどをご紹介いたします。

NINJA V の開封、セットアップ、実際の撮影から編集までのフロー
を実際に操作しながらご紹介していきます。
すでにNINJA V をご購入いただいた方から、これから購入を検討さ
れている方まで、NINJA V をどのように活用していけるか、詳しく
ご紹介させていただきます。
また合わせて、ATOMOS製品全般のご紹介もさせていただきます。

セミナー 6、8

セミナー会場は、ATOMOS
ブース前のエスカレーターを
登られた場所になります。

ATOMOSブース
セミナー会場

セミナー開催場所

セミナー内容 (6)：
ATOMOSより HDRと ProRes RAWに関するテクニカルセミナー
を実施させていただきます。

セミナー内容 (8)：
ATOMOSより、「ProRes RAW と ATOMOSで実現する 4Kリア
ルタイム RAWワークフロー」をテーマに、セミナーを実施させてい
ただきます。


