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WHAT WE DO

ず っ と 、も っ と 、ま っ す ぐ に 。
お 客 様 の お 役 に 立 ちたい 。

ジャパンブロードキャストソリューションズ(株)

JBSクロス(株)

イングスJBS (株)

設計・施工・開発・保守

撮影・中継・制作・編集

機材レンタル

JBSグループは、映像・音響に係わるプロジェクトを
ワンストップでご提供させて頂きます。
放送局、施設、企業などのシステム設計 / 開発 / 施工 / メンテンナスをはじめ、
映像機器のレンタルや映像・音響機器販売、映像中継、映像編集、カラーグレーディングなど
お客様のすべてのニーズへ対応し、社会貢献を臨み、発展を図っています。
映像・音響に係わるすべてのニーズに対して、お客様一人ひとり、そして社会全体に貢献したいとの想いから、
欧米で主流となるフローコンサルティング〜検証〜セールス〜メンテナンスまでワンストップなサービスで、
プロフェッショナルサウンド＆ビジュアル技術に特化した会社を設立致しました。

"経験は力なり" これはかつて、大切なお客様から頂いた言葉です。
ひとつひとつがお客様の想いが詰まったプロジェクト。
最高・最善の追求を、ご一緒したいと思います。

システム設計

システム開発

施 工

メンテナンス

プログラム制御

機材レンタル

機材コーディネート

ライブ中継

製品販売

コンテンツ制作

4K / HDR

コンテンツ制作

映像編集

カラーグレーディング

ショールーム

System Design

ジャパンブロードキャストソリューションズ株式会社
代表取締役

山根浩二

Rental

4K resolution
High dynamic range imaging

VISION

System development

Coordination

Content creation

Construction

Live relay

Editing

Maintenance

Product sales

Color Grading

Program control

Content creation

Showroom

FUTURE
4 K ・ 8 K 、 7 . 1 c hサラウンド、またマッピングやVRなど、多様 か つ変化し続ける映像・音響業界。
お 客 様 に よ っ て 最適なシステム環境は異なり、そのニーズも多様 化 、高度化しています。

私 た ち は 、 ハ ー ドウェア・ソフトウェア・ネットワーク環境など 、 専門分野での卓越した技術力・
開 発 力 に 加 え て 、柔軟に対応できる体制で、お客様にとって新し い 価値をご提供致します。

OUR WORK
球場・陸上競技場

博物館, 科学館, 展示

大型映像送出システム
中継回線システム
音響システム
etc.

展示AVシステム
監視カメラ
etc.

Stadium

ヤフオクドーム
大分銀行ドーム
沖縄市野球場
あづま陸上競技場
北上総合運動公園陸上競技場
秩父宮ラグビー場
新潟県立野球場
甲子園球場
佐賀県総合運動場陸上競技場
小瀬スポーツ公園陸上競技場
熊本県民総合運動公園陸上競技場

Museum and Archives
Exhibition

映像・音声製作システム
大型映像送出システム
場内音響システム
大型映像送出システム
大型映像送出システム
大型映像送出システム
大型映像送出システム
中継回線システム
大型映像送出システム
大型映像送出システム
大型映像送出システム

設計・施工
設計・施工
施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計支援
設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工

逓信総合博物館
箱根火山学習センター
東京都葛飾区化学技術センター
伊豆半島ジオパーク
旧英国大使館別荘
セゾン現代美術館
電車とバスの博物館
福岡市博物館
すみだ北斎美術館
東京都足立区こども科学館
広島平和記念資料館

放送局, CATV

レース競技場

スタジオサブシステム
編集、MAスタジオ
映像送出システム
etc.

審判判定支援カメラシステム
カメラ制御ソフトウェア開発
デジタルサイネージシステム
etc.

Broadcasting station
Community Antenna TeleVision

朝日放送
全関西ケーブルテレビジョン
ひとまろビジョン
臼杵ケーブルテレビ
大槌町有線テレビ
与謝野町有線テレビ
軽米ケーブルテレビ
EXPOCITY（エキシポシティ）
瀬戸内放送
長崎文化放送
鹿児島テレビ

展示ＡＶシステム、監視カメラ
展示室AVシステム
実験室・工作室 AVシステム
展示施設
展示設備、タブレットアプリ開発
展示AVシステム
展示施設
展示室 AV システム
展示設備、ネットワーク設備
展示施設
展示 AV システム

施工
施工
施工
施工
施工
施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工

Circuit
Boat race

Bサブ音声システム、4Kスイッチング用タッチパネルアプリ
編集・MA システム
HD 編集・放送システム、収録スタジオ、議会中継システム
HD編集システム、スタジオサブ、中継システム
HD 編集、放送システム
放送システム、HD編集システム、バーチャルスタジオ
HD編集システム、定点カメラシステム、データ・文字放送システム
サテライトスタジオ、EXPOテレビスタジオ、送出設備
IP中継システム、音声送り返しシステム
制作サブ、映像・音声システム
制作サブ、音声システム

設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工
施工

ボートレース住之江
審判判定支援カメラシステム、カメラ制御ソフトウェア開発
ボートレース尼崎
審判判定支援カメラシステム、カメラ制御ソフトウェア開発
ボートレース津
審判判定支援カメラシステム、カメラ制御ソフトウェア開発
ボートレース戸田
審判判定支援カメラシステム、カメラ制御ソフトウェア開発
やまと学校
審判判定支援カメラシステム、カメラ制御ソフトウェア開発
ボートピア梅田
監視カメラシステム調整
川口オートレース場(日本場内テレビ)
監視カメラシステム、カメラ光伝送システム
入場者カウントシステム、デジタルサイネージシステム
川口オートレース場(日本トーター)

設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工
設計・施工
販売
設計・施工
設計・施工
設計・施工

IT SOLUTIONS

ポストプロダクション
レコーディングスタジオ
Studio

急速に進化・拡大を遂げる IT 分野の中、常に最新・最適のテクノロジーで、お客様のアイデアを実現へと変える IT ソリューションをご提供します。

編 集・音声システム
e tc.

スタジオグルーヴ
東映太秦映像
キャンディフィルム
イングスJBS
JBSクロス

サーバ、パソコン、スマートフォン、タブレット、ネットワーク、データベースなどに係るソフトウェア、ＡＶ 制御機器について、
企画・提案・設計・開発から、運用・サポート・管理・ＩＴコンサルティングまで、一貫したシステムインテグレーションを実現します。

Aスタジオ
編集スタジオ、試写室, 収録機材販売, 技術協力
編集スタジオ
編集スタジオ
編集スタジオ、グレーディングシステム

設計・施工・ワイヤリング
設計・施工支援・販売
設計・施工・販売
設計・施工・販売
設計・施工

劇場, ホール

分野

スマートフォン
タブレット
アプリケーション開発

Hall

Windows/Mac/Unix
アプリケーション開発

機器制御ユニット開発

Web アプリケーション
開発

ネットワーク構築

ＩＴコンサルティング

A V システム
ホ ール音響システム
e tc.

国立京都国際会館メディアセンター
町田市鶴川駅前公共施設音響ホール
蓮田市総合文化会館
福井にぎわい交流施設

会議システム、浸水対応機材設置、トータルメンテナンス
ホール音響システム, AVシステム
ホール音響システム
大型映像設備

設計・施工
施工
施工
設計・施工

オフィス, 施設

実績例
カメラ自動撮影・映像データ管理システム
レース映像管理システム。複数台設置のカメラによりレース映像を追従録画。
映像データ自動録画機能・データ自動転送機能、タイムシフト・リピート再生、
映像テロップ表示機能搭載。

メディア アセット マネジメント（MAM）

Office
Institution

映像コンテンツのバックアップ・アーカイブシステム。
管理 Web アプリケーションにより、登録・閲覧・申請などの統合管理が可能。
コンテンツ保存ドライブ、メディア制御機器の制御。

A V システム
大 空間音響システム
e tc.

AV 機器制御ハード・ソフトウェア開発
名古屋東京海上日動ビル
京橋トラストタワー
コニカミノルタ
資生堂銀座ビル
川崎アゼリア

AV システム、システム制御プログラム開発
会議室・ロビーＡＶシステム
会議室・アトリウムの映像・音響システム
会議ＡＶシステム
大空間音響システム

設計・施工
施工
施工
施工
設計・施工

東映ラボ・テック
広島平和記念資料館
すみだ北斎美術館
なんばパークスビジョン
福井にぎわい交流施設
資生堂銀座ビル
大和大学
名古屋東京海上日動ビル

学校, 教育施設
Educational

カ メラ収録・編集シス テ ム
A V システム
音 響システム
e tc.

大阪音楽大学
ビジュアルアーツ専門学校
大和大学
国士舘大学
日立体育館

AV機器制御インターフェース設計・開発
＞ AMX 製品 正規代理店（日本輸入元：株式会社エレクトリ）
＞ クレストロン製品 正規代理店（日本輸入元：日本クレストロン株式会社）

オペラハウス, カメラ収録・編集システム
バーチャルシステム
体育館音響システム・講義AVシステム
AVシステム
アリーナ音響システム

設計・施工
設計・施工
設計・施工
施工
施工

技術

データアーカイブシステム
展示AVシステム
展示設備、ネットワーク設備
サイネージ配信スケジュール、配信作業
大型映像設備
会議ＡＶシステム
体育館音響システム・講義AVシステム
AV システム、システム制御プログラム開発

[ 開発言語 ]
C /C++
Visual C++
Visual C#
Visual Basic / VBA
Swift / Objective-C

ソフトウェア開発
ソフ トウェア開発・施 工
ネットワーク構築・施 工
ソフトウェア開発・施 工
ソフトウェア開発・施 工
ハード・ソフトウェア開 発・施工
ハード・ソフトウェア設計・施 工
ハード・ソフトウェア設計・施 工

[ ソフトウェア / ライブラリ ]
Java
PHP
Perl/CGI
HTML+CSS
javascript

Unity
Visual Studio
eclipse
Xcode
MySQL

Microsoft SQL Server
Apache/Tomcat
IIS
JSP/Servlet
OpenGL

OpenCV
DirectX
UWP/WPF/MFC/ATL
OpenFrameworks
Microsoft ASP.NET

AmazonWebService API
Microsoft Azure

JBS CROSS

ings - jbs

撮影・中継・制作・編集

株式会社 JBS クロス

映画、テレビドラマ、ミュージックビデオ、プロジェクションマッピングなどの映像制作から撮影・編集、カラーグレーディング、
また展示会やイベントのコンテンツ制作、ライブ中継など、映像に関する様々な取り組みをしています。
映像機器の販売（代理店）、メーカー様主催のセミナーなども開催しております。

機材レンタル

株式会社イングス JBS

RENTAL & Technical support | 機材レンタルから技術サポートまで
映 像 制 作をはじめ 、 映 像 機 材のレンタルから撮 影 機 材のサポート＆コーディネート 、
データ管 理 ・ 変 換 、 編 集 、 グレーディング 、 4 K 仕 上げなど 、 お客 様の幅 広いニーズにお応えできるように
J B S クロスとイングス J B S でトータルにサポートしています。

編集 / グレーディング / 技術協力
東映 太秦映像 / 東映 京都撮影所

コンテンツ制作 / サイネージ
ナガシマスパーランド

ポケモンアドベンチャーキャンプ

（2014年）
（2014年）

映画「忍たま乱太郎2」

（2013年 公開）

SUMMER SONIC 2014

パピコお化け屋敷

映画「桜姫」

（2013年 公開）

ペニンシュラ東京

ポケモンアドベンチャー

ドラマ「大岡越前スペシャル」＜NHK＞

（2017年 1月）

ヤクルト岡山和気工場

体内アドベンチャー

ドラマ「佐武と市捕物控」＜BS日テレ＞

（2016年12月）

Nanba Parks Vision

ドラマ「水戸黄門スペシャル」＜TBS＞

（2016年 6月）

秋葉UDXビジョン

ドラマ「検事の本懐」＜テレビ朝日＞

（2016年12月）

DATE MOVIE AWARDS

コンテンツ制作・配信管理
（2014年 〜）
AKIBAICHIイベントコンテンツ （2015年 〜）
劇場・店舗コンテンツ

DAIKIN

イベント映像

（2016年12月）

mikihouse

イベント映像

（2016年12月）

SK-II

クリスマスキャンペーン映像

（2016年11月）

中谷機工株式会社

イベント映像

（2016年 8月）

黄桜記念館

展示映像

（2016年 8月）

三菱電機

イベント映像

（2016年 7月）

国営飛鳥歴史公園

キトラ古墳・展示映像

（2016年 5月）

ミズノ・テニス

プロモーション映像

（2016年 5月）

SK-II

デジタルサイネージ

（2016年 3月）

京都鉄道博物館

TVCM

（2016年 2月）

etc.

セミナー・イベント
関西放送機器展

（2016年 〜）

Panasonic VARICAM 35 ワークフロー

（2015年 〜）

Blackmagic Design DaVinci Resolve

（2014年 〜）

RED Digital Japan セミナー

（2014年 〜）

（2014年）
（2014年）
（2014年 〜）

ライブ中継 / 技術協力
五木ひろしコンサート

（2015年）

ゴールデンボンバー アリーナコンサート

（2015年）

MYNAME

（2016年）

BLOCK-B

（2016年）

B・A・P

（2016年）

Plastic Tree

（2016年）

スタースカウト総選挙

（2016年）

セントフォース関西オーディション

（2016年）

ウルトラヒーローズ THE LIVE アクロバトルクロニクル2016

（2016年）

ANISON HISTRY JAPAN!!

（2016年）

Panasonic OPEN GOLF CHAMPIONSHIP

（2016年）

elite grips Charenge Golf Tournament

（2016年）

ECC LADIES GOLF TOURNAMENT

（2016年）

主なレンタル機材

SONY PMV - F55

RED EPIC

Canon EOS C300 Mark II

SONY BVM - X300

Panasonic BT - 4LH310

Panasonic PT - DZ21K

30型4K有機ELマスターモニター

31型4K液晶モニター

3チップDLP方式プロジェクター

SONY PXW - FS5

販売代理店
パナソニック株式会社
MatrixLight 日本総代理店
VARAVON 日本総代理店
ブラックマジックデザイン株式会社
レッドディジタルジャパン株式会社
サムヤン・オプティクス 販売代理店
ネットワークエレクトロ二クスジャパン株式会社
NEC ディスプレイソリューションズ株式会社
ボーズ株式会社
株式会社アスク
株式会社 JVCケンウッド
株式会社 日立国際電気

EVS XT-3 RU4

株式会社JBSクロス
MatrixLight
ML - 9

VARAVON
WIRE CAM

XEEN

Cinema Lenses

〒541-0042 大阪市中央区今橋1-6-19 2F
TEL : 06-6228-3151, FAX : 06-6228-3132

株式会社イングスJBS

大阪本社
〒541-0042 大阪市中央区今橋1-6-19 1F
TEL：06-6202-1247

福岡ブランチ
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南5-10-18
TEL：092-415-1247

イングスJBSプラス株式会社（グループ会社・広島)
〒730-0851 広島市中区榎町8-1 1F
TEL：082-296-1247

