展示会
A-

1

2F 翼の間

（株）
テクノロジーネットワークス
コミチャン用データ放送ASPサービスとL字テロップシステム

ケーブルテレビ事業者向け「データ放送ASPサービス」
と
について展示します。
「HD対応緊急L字テロップシステム」

A-

4

株式会社ブロードネットマックス
BN-MUX 製品 NewLineup

2

デュプロ販売（株）

A-

超低コスト、高速フルカラーインクジェットプリンタを
活用したチラシ･DM・明細書発行のご提案

7

マスプロ電工（株）
ケーブルテレビのデジタル化をトータルサポート

5

ソニーマーケティング
（株）
ソニーの提案するトータルネットワークソリューション

A-

8

パイオニア（株）
パイオニアデジタルSTBのご紹介

A-

「メインのテレビはハイスペックモデルのDST62Hシリーズ、 ホームネットワーク(DLNA)に対応する予定の BD-V 301
2 台目以降は簡易モデルの DST 200 」と予算や用途に シリーズを中心に、パイオニアのデジタル STBをご体験
いただきます。
応じて選択できるSTBを出展します。

NHKアイテック
10（株）
デジタル自主放送サービスの充実化のために

3

住商情報システム（株）
モトローラ社製DOCSIS3.0対応CMTS、
ケーブルモデムHumax社製セットトップボックス「JC3500」

世界初のインクジェット方式の超低コスト・高速・高品質のフルカラー モトローラが提供するウルトラブロードバンドソリューション、
プリンタを活用して圧着ハガキ（口座引き落とし通知書、各種明細、
DMなど）、チラシ等の有効活用とコスト削減のご提案と実機を用いて 低価格と利便性を追求したHumax社製STBをご紹介します。
のデモンストレーションをします。

ワンストップサービスを実現する最新端末をご紹介します。 ソニーはXDCAM HDやコンテンツ管理配信システムを
コアに、コンテンツの制作から活用まで、
トータルネット
①プライマリ電話用モデム②DOCSIS3.0準拠モデム
ワークソリューションをご提案します。
③簡易STB

A-

A-

メディアキャスト
11（株）
ケーブルデータ放送の最新事例を紹介！

A-

6

シンクレイヤ（株）
FTTH・スマートネットワーク システム機器

ＦＴＴＨシステム機器、同軸ケーブルを利用して高速ＬＡＮを
実現するスマートネットワークシステム機器をご紹介し
ます。

A-

9

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）
STBを使ったホームネットワーク+かんたんリモコン

STB で DLNA を使ったホームネットワークを展示。また
機能を絞り、
ボタンを大きく、操作を簡単にしたリモコンも
展示します。

12共信コミュニケーションズ（株）

A-

A-

デジタル自主放送サービスの充実化に貢献する機器な
どを紹介します。防災、告知情報統合サービス、HD バー
チャルスタジオほか。

全国各地で開始されているケーブルデータ放送の事例と、 Production Premiumで企画・制作から配信までのワーク
今後のデータ放送の潮流をデモンストレーションと共に フローを紹介。Flashを利用して様々なユーザーにリッチ
ご紹介します。
コンテンツを提供します。

13

（株）アレクシード

A-

CATV総合業務管理システム Symphonizer（シンフォナイザ）
及び、新製品（CRMシステム）のご紹介

A-

コンテンツの制作から配信まで
アドビ CS4Production Premium

（株）
ロココ
シフト･セブンコンサルティング
14（株）
新しいビジネスシステムへの変革に向けたBPMソリューション A-15

A-

加入促進と解約防止を同時に実現するサポートセンターと
加入者への付加価値提案

全国で多くのケーブル局様にご採用いただいております、ケー シフトセブンコンサルティングが提供するケーブルテレビ
ブル局様向けの業務総合管理システムをご紹介します。また、 事業者向けBPMソリューションをご紹介します。
今回は弊社新製品となるCRMシステムの展示も実施します。

10

某有力誌の「アフターサービス調査」で顧客満足度No.1を獲得した
高品質なサポートセンターの豊富な実績をご紹介します。戦略的
なマーケティングを含めたフルフィルサービスをご提案します。

16

金

ホテル名古屋
ガーデンパレス

2F ホワイエ

2

ソネットエンタテインメント
（株）
『アジアドラマチックTV★HD』
『アジアドラマチックTV★So-net』

日本デジタル配信（株）

Music Japan TVの番組紹介です。東海地区のケーブルテ
レビ視聴者からリクエストを受付ける音楽番組などをご
紹介します。

HD高画質放送（韓流・華流）から韓流スター・イベント開催 CS-HDチャンネルの配信サービスをご紹介します。また
など視聴者の知的好奇心を刺激するアジア総合エンタ CATV事業者向けモバイルサイト構築・運用受託サービス
「CableGate」実証実験の内容をご紹介します。
テイメント・チャンネルをご紹介します。

B-

5

郵便事業（株） 東海支社
年賀状を活用したお客さま拡大のご提案

「 年賀タウンメー ル」を活用した
新規獲得、
売上アップ、
コミチャンの企画から広告宣伝まで。 お客さま拡大のため、
ワントゥワンのノウハウが詰まったケーブルテレビ局様向け サービスエリアのお客さまへのお知らせをご提案します。
にご提供する商品、
サービスのラインナップをご紹介します。

9

B-

（株）
ブレーンズ・システム
テレビサービス監視システム納入事例・
ローコストＨＤサーバ番組自動送出システムの紹介

映像・音声監視、
マルチビューワ、TS監視・同録、各システム
の納入事例。また、コミュch 用ローコスト番組自動送出
システムの仕様をご案内します。

11

B-

スリープロ
（株）
CATV事業者向けアウトソーシングサービスのご提案

8

（株）ベルシステム24 中部支店
デジタル化推進のための販促・CS向上支援サービス

WEB×DM×コールセンター×訪問を組み合わせ、CATV局
様と加入者の接点開拓と関係強化を効果的に支援します。

10 アイテック阪急阪神（株）

B-

次世代顧客管理システム「CatManagerEX」
CTI/CRMシステム「Gアンサーナビシステム」

ケーブル局様向け総合顧客管理システムを中心に、CRMシステム
も合わせてご紹介します。また、顧客管理システム導入にあたり、
従来とは別の販売形態である「ASPサービス」もご提案します。

ホテル
名古屋ガーデンパレス
2F フロアマップ

第2会場【ホテル名古屋ガーデンパレス】

12

B-

（株）東海ビデオシステム
CMSとデーター放送及びサイネージシステムとの連携

（株）
13 古河電気工業
FTTH構築をフルサポ−ト

B-

14（株）CSIソリューションズ

B-

CSIソリューションズがお届けする安心・高質・お客様満足の
CATV事業支援サービスご紹介

FTTH関係の光伝送装置・システムを展示します。マンション ＊CATV24時間受付サービス（個人情報のやりとりをまだFAX
でやっていませんか？）
＊駆け付け対応連動コンタクトセンター
向け、伝送路工事、電話など、各種FTTHシステムの構築に （「すぐ行く・すぐやる」サービスでお客様満足とお客様問題解決
ついてもお気軽にご相談下さい。
を支援します）
サンスタッフ
豊田共栄サービス
（株）
15（株）
株式会社サンスタッフ（（株）豊田自動織機グループ）総合人材サービス B-16

B-

販促・企画からデザイン・調達まで、
ビジネスのあらゆるシーンをサポート！

人材派遣、技術者派遣（TJE）、人材紹介、特許・緑化・教育、 社内外の広報や広告、販促ツー ルの調達・制作や事務
それぞれの分野で、安心・安全なサービスの提供に努めて 用品、建装・設備にいたるまで、業務の様々な場面をご支援
おります。
する実績をご紹介します。

興銀リース
（株）
17 デジタル化投資に最適なソリューションのご紹介

会

最適な運用方法をご提案。
デジタル変更営業代行、インターネットの訪問サポート、 豊富なコンテンツから、
コールセンターの CMSにより外部と局様を繋ぐ複雑なネットワーク構造の
全国で運営するPC教室での操作指導、
最適化をご提案します。
受託まで幅広く御社の業務を支援します。

（株）
18 伊藤忠ケーブルシステム
放送のデジタル化・通信の高速化を支援する次世代標準機をご紹介

B-

B-

リース会社としてのノウハウを活かし、
「 モノ」をベースと
した最適なファイナンシャルソリューションをご紹介します。

HUMAX製DSTB「JC-3500/JC-3100」およびDOCSIS
3.0準拠ケーブルモデム「DPC3000/ DPC3010」を展示
します。

B-16
A-8

場所：名古屋市中区錦3丁目11-13

TEL：052-957-1022

ケ
セ ー
ミ ブ
ナ ル
ー

アナデジ交換や端末の保管・入出荷・再生クリーニング・
廃棄など、ヤマトグループがワンストップサービスでご提供
します。

B-

どうすれば顧客満足度の向上、解約防止、ユーザー様にケーブルテレビ
のよさを理解していただけるかなどあらゆる方法を使いケーブルテレビ
業界様がよりよく幸せになるためにお手伝いさせていただきます。

コ
ミ
ュ
カ ニ
フ テ
ェ ィ

ヤマトシステム開発（株）
クロネコヤマト「ケーブルテレビ事業者向けワンストップサービス」

システムマネージメントインコーポレイテッド
6 （株）
「顧客満足度の向上」、
「解約防止策」、
「売上向上」について取り組み

パ ケー
ー ブ
テ ル
ィ
ー

7

B-

B-

CS-HD配信サービスのご紹介及び、モバイルサイト
構築・運用受託サービス「CableGate」のご紹介

展
示

ワントゥワン
4 （株）
営業促進から番組企画までワントゥワンのラインナップ

B-

B-

3

B-

主
コ 催
ー 者
ナ
ー

デジタルプラネット衛星放送
1 （株）
J-POP専門チャンネル「Music Japan TV」紹介パネル

B-

〉
〉詳細はwebサイトでチェック！
お問い合わせ ケーブルテレビフェスタ2009事務局

ケーブルテレビフェスタ

検索

052-231-2310 9:00〜18:00
受付時間

（月）
〜
（金）

〈スターキャット・ケーブルネットワーク（株）内〉

主催：
（社）
日本ケーブルテレビ連盟東海支部
後援：総務省東海総合通信局／NHK名古屋放送局／（社）
日本ケーブルテレビ連盟／
（社）
日本CATV技術協会中部支部／（社）
デジタル放送推進協会
協力：栄公園振興（株）／名古屋テレビ塔（株）／ホテル名古屋ガーデンパレス
協賛：
（株）
アシスト／エイジェイシーシー
（株）／KDDI
（株）／ジュピターショップチャンネル
（株）／ソニーマーケティング
（株）／（株）東京ニュース通信社／
（株）
日宣／パイオニア
（株）／ パナソニックシステムソリューションズジャパン
（株）／（株）
ブロードネットマックス／マスプロ電工（株）
※50音順

