
行動指針

当社の歴史は、1968年から始まりました。

テレビの普及とともに映像ビジネスに参入し、

制作・ポストプロダクション・プリントなど

時代や業界のニーズに合わせて変化を重ね

現在まで駆け抜けてきました。

映像業界は今、更なる転機を迎えています。

技術の進化、メディアの変化、人々の意識の変化。

これまでと同じことは次第に通用しなくなってしまう。

同時に、これまでと違うチャンスも生まれているはずです。

新しい流れに翻弄されるのではなく

自ら道を切り拓いてゆく社風は、創業当初から変わっていません。

これまでも、これからも。

私たちは映像と共に進化し続けます。

私たちは
これからも
映像と共に進化し続けます。
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Continue

FFFuturetuture

ー私たちが行動していくことー

ー私たちが続けていくことー

ー将来に向けてー

心のこもったあいさつ・一言で大きな輪を創ります。

相手の気持ち、相手の立場になり行動します。

報告・連絡・相談を行い、共通の認識を持ちます。

お客様に「最上級のサービス」を提供します。

真心をもってお客様に笑顔を提供し続けます。

あらゆるニーズに柔軟に対応し続けます。

50年以上続く伝統を誇りに行動します。

将来のビジョンを見据えて意欲的に行動します。

道経一体の経営
一、してはいけないことはしない

一、当たり前のことを当たり前にする

一、道徳心に根差した行動をとる

企業理念
Our Philosophy



事業概要
Our Service

映像関連事業
映像に関する「困った」をサポートします。

開発事業
「こうだったらいいのに」をお聞かせください。

コンテンツ制作事業
ビジュアル面でのアピールも、お手伝いいたします。

映像データ変換

ノンリニア編集

業務用映像コピー

DVD/Blu-ray オーサリング

Web関連開発

iOS/Android 受託開発

映像制作

各種デザイン

Solution



事業概要
Our Service

O.A Print

Data 
Transfer

PAL
SECAMCASECAMCASECAM
ConvertConvertConvert

オンエア用プリント
業界最速レベルのスピードで、お客様のビジネスをサポート！
時代の流れに柔軟に対応した放送局納品フォーマットで対応致します。

データ変換
多種多様化している映像ファイルフォーマットのお悩みは、私たちに
お任せください。様々なソフトウェア・ハードウェアを駆使し、高品
質なサービスをご提供致します。

外国方式変換
日本国内用のテープコピーだけではなく、海外の放送方式コピーの作
業にも対応。
海外から支給され、内容が確認出来ないテープでも、日本の放送方式
に変換することによって確認出来るようになります。

テレビで流れている CMや番組など、みなさまがよくご覧になる映像の大量複製・放送局への搬入を承っております。弊社では多種類の
VTR を保有しておりますので、古いテープから最新のメディアまで、幅広く対応することが可能です。

CMや番組コピー等の、放送用コピー業務を取り扱います。　
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事業概要
Our Service

Data Transfer

DVD/DD Blu-ray Authoring

映像データ変換

映像データを再圧縮し、お客様の使用目的に合わせたファイル
形式に変換いたします。

ファイルのコーデック変換や、ファイル形式を変えない容量の
圧縮を承ります。

映像データを様々なメディアに書き出しいたします。 テープやディスクの映像を、データに変換いたします。

DVD / Blu-ray制作

　 映像・音声キャプチャ
Video（AVI / Quick Time）及びAudio（WAV) を、VTR
よりキャプチャします。
キャプチャはAdobe Premiere CS6・Final Cut Pro を使用しております。

　 エンコード
MPEG2にエンコードをします。

　 メニュー用画像
Adobe Photoshop にてメニュー用デザインを作成後、オー
サリング用に出力します。

　 オーサリング作業
用意した素材をSonic Scenarist / Scenarist BD にてオー
サリング、ディスクイメージを出力します。

作業に使用するソフトウェアは、ハリウッドから高い評価を得ているScenaristがメインです。経験豊富なスタッフが、迅速に対応いたします。

メニューや字幕にも対応。お客様のご要望に応えるDVD / Blu-ray を作成。　

用途に合わせて、最適なフォーマットを高品質でご提供いたします。

多様化する映像ファイルフォーマットのお悩みは、私たちにお任せください。

エンコード トランスコード

デコード デジタイズ

.avi .mov .wmv .mp4 .mp2

HDCAM（テープメディア）      .mov ファイル

.mov（非圧縮 8bit）      .mov（DVコーデック）.avi ファイル      .mov ファイル

.mov ファイル     HDCAM（テープメディア）

作 業 例

作 業 例

作 業 例

作 業 例

対応ファイル形式

画像データ出力

VTRよりキャプチャ

エンコード作業

メニューデザイン

AVI / Quick Time

Video

MPEG2

Video

Photoshop にて作成

静止画

Scenarist Designer

静止画

WAV(Dolby Digital)

Audio

オーサリング作業

Sonic Scenarist

DVD
Scenarist BD
Scenarist BD-J

Blu-ray

MPEG4AVI MPEG2

Disc Image 出力（完成）



事業概要
Our Service

Visual Making
デザイン・映像・デジタルブック制作などを行っております。
コンテンツ制作面でのサポートや、ビジュアル面での演出もお任せください。

デザイン・映像制作

紙媒体やDVD/BD レーベルなどの印刷物、DVD/BD メニュー、アプリ
ケーションUI、Web など、幅広いデザイン制作を行なっております。

CG映像制作、デジタルカタログ作成、WEB サイト制作など、幅広いジャンルのご要望にお応えいたします。
開発だけでなく、デザイン・コンテンツ制作もワンストップで行えるのが当社の強みです。安心してすべてお任せください。

デジタルコンテンツ・映像制作に関わる作業はお任せください。

CGを使用したものから画像や映像のみのシンプルなものまで、お客様
のご要望に合わせて制作いたします。
企画・ディレクションから対応いたしますので、各工程ごとに打ち合わ
せを重ねながら仕上げていくことが可能です。

各種デザイン

映像制作

Non-linea
Editin

ノンリニア編集
経験豊富な専門スタッフが映像編集を担当。
PCベースのデータ編集作業によって、お客様のご要望にお応えいた
します。



東京都荒川区に日本ブイ・テイ・アール株式会社を設立　資本金2,000万円

テレビ放送部門に進出、本社を千代田区外神田に移転

コピー部門設立

ビデオ編集センターを台東区台東３丁目に開設

荒川区宮地にコピーセンター開設

本社を台東区台東2丁目に移転

本社を台東区台東３丁目に移転

ビデオコピー業務拡大の為、コピーセンターを荒川区南千住に移転

DVDオーサリングシステムを導入

資本金を3,000万円に増資

本社、全部門を港区東新橋に移転

編集部門を分社化、株式会社日本VTRスタジオとして設立

HD業務拡大の為、設備・編集室をHD対応に更新

ISO27001（情報セキュリティ マネジメントシステム）認証取得

ブルーレイディスク オーサリングシステム導入
アプリケーション開発事業 開始

本社、全部門を現在の中央区築地に移転

本社、全部門を港区東新橋に移転

1968年 10月

1981年 11月

1982年 4月

1983年 7月

1988年 5月

1992年 12月

1994年 12月

1997年 1月

1999年 11月

2001年 10月

2002年 2月

2004年 9月

2008年 2月

2009年 2月

2010年 1月
2010年 10月

2011年 9月

2019年 10月

沿革
Our History



名 称

設 立

所 在 地

資 本 金

役 員

事 業 内 容

主要取引銀行

取 得 認 証

主 要 取 引 先

加 盟 団 体

放送用・業務用その他各種メディアへのコピー業務
Blu-ray・DVD・CD-ROMオーサリング・プレス業務
各種映像エンコード業務
ビデオ編集・コンポジット業務
CGなどの特殊映像制作・加工業務
映像・印刷に関するデザイン業務
映像システムの企画及び機器の販売

 
みずほ銀行 新橋支店／りそな銀行 新橋支店

 
ISO27001（情報セキュリティ  マネジメントシステム）

 
株式会社電通クリエーティブX・NTTラーニングシステムズ株式会社・株式会社 電通テッ
ク・株式会社電通オンデマンドグラフィック・株式会社博報堂プロダクツ・株式会社 東北
新社・ソニー･ミュージックグループ・株式会社ビーイング・キングレコード株式会社・株式
会社ジャニーズ・エンタテイメント・株式会社 電通・株式会社 博報堂・日本テレビ放送網
株式会社・ターナージャパン株式会社・凸版印刷株式会社 他（敬称略）

公益社団法人映像文化製作者連盟
一般社団法人日本ポストプロダクション協会

日本ブイ・テイ・アール株式会社

 
1968年10 月

 
〒105-0021
東京都港区東新橋1-3-1　第2小田ビル7階
TEL:03-3573-2220　FAX:03-3573-2221

 
3,000万円

取 締 役 　 　 仲 井 　 秀 夫

代 表 取 締 役 室 井 　 俊 之 

会社概要
Company Profile

JQA-IM0660

Access
JR 新橋駅烏森口

都営浅草線新橋駅

都営大江戸線汐留駅

ゆりかもめ新橋駅

徒歩 5分

徒歩 2分

徒歩 4分

徒歩 2分
日本ブイ・テイ・アール株式会社
第 2小田ビル 7 階


