展示施設
件

名 ・ 展示場所 （発注者）

【橋梁／道路
】
【橋梁／道路①
②】
内

容

道の駅くめなん （久米南町）

映像ソフト制作
・川柳とエンゼルの里を紹介（2タイトル）

道の駅鯉が窪 （哲西町）

映像ソフト・ハード制作
「鯉が窪湿原の四季」
「哲西町の無形文化財」
「阿新・東城エリアの観光」

脇町道の駅 情報コーナー
「観光情報ステーション」
（脇町）

企画設計展示製作
・川湊をテーマに3Dシアター、2面マルチビジョン、インター
ネット、パネル等により、脇町、徳島県内の情報を紹介

新見駅前交流センター
「地域インフォメーション展示室」
（新見市）

企画設計展示製作
・新見市や隣接する県境の町村（エメラルドシティ）の観光
情報を、壁面グラフィックパネル、DVD映像システム、
パソコン等で紹介

展 示 施 設【ダム/河川/溜め池/干拓】
件 名 ・ 展示場所 （発注者）

内

容

吉田ダム展示 （丹青社）

映像ソフト制作
・吉田ダムの必要性、機能と構造、工事を紹介

千屋ダム展示 （㈱日精モデルメディア）

映像ソフト制作（ビデオ）
「千屋ダムができるまで」

大渡ダム （建設省四国地方建設局）

映像ソフト制作
「ダムのおはなし」

厳木ダム （建設省九州地方建設局）

映像ソフト制作

北上川ダム展示
（東北地方建設局・㈱日精モデルメディア）

シュミレーションソフト制作
・緊急時のダムの役割を紹介

日野川農業水利事業展示映像
（㈱日精モデルメディア）

映像ソフト制作
「桝谷ダムの話し」
「今庄の観光」

徳島県石井町・河川防災ステーション
（建設省徳島工事事務所）

映像ソフト制作（6面マルチ・2ソース）
・吉野川の洪水シュミレーションCG。吉野川の景観、歴史、
鳥、魚、昆虫などの生物、さらにダムの話や水防工法など
8タイトルをリクエスト放映

那賀川農地防災事業概要展示
（中国四国農政局那賀川農地防災事業所）

ジオラマ製作
・テクナメーションによる川の流れ表示
・事業概要指示LEDランプとLDによる映像とのリンク

児島湾農業農村整備事業ジオラマ製作
（中国四国農政局）

ジオラマ製作
・事業概要指示LEDランプとLDによる映像とのリンク

国営讃岐まんのう公園
（㈱日精モデルメディア）

映像ソフト制作
「空海と満濃池」

白川交流館
（建設省熊本工事事務所・㈱日精モデルメディア）

映像ソフト制作
・白川の自然・生態系・歴史・治水事業などを紹介

展示施設

【空港／鉄道】

件 名 ・ 展示場所 （発注者）

内

容

岡山空港ターミナル （岡山県）

映像ソフト制作（16面マルチビジョン）
「INGS岡山」
「あじわいの岡山路」

JRさいたま新都心駅コンコース
（埼玉県・NTT・ザ プランズ）

12面マルチビジョン
バーチャルスタジオ・モーションキャプチャーの映像紹介
「さいたま新都心建設の歩み」

展示施設

【エネルギー関係】

件 名 ・ 展示場所 （発注者）

内

容

本四連系送電所 （電源開発㈱）

映像ソフト制作
「50万ボルトのかけ橋 －本四連系線ー

児島ケーブルヘッド展示 （電源開発㈱）

展示ブース 企画・設計・造作
映像ソフト制作
・グラフィック製作

奥多々良木発電所ＰＲ館 （関西電力㈱）

映像ソフト制作（展示ビデオ）
「ようこそ奥多々良木発電所へ」
「揚水式発電のあらまし」

滋賀県木之本町・地点説明用展示物製作
（関西電力金居原水力発電所）

映像機器設備製作
デジタルコンテンツ制作
・建設工事概要の説明

金居原水力発電所ＰＲ室
（関西電力金居原水力発電所）

企画・設計・造作
デジタルコンテンツ制作

人形峠アトムサイエンス館
（岡山県・人形峠アトムサイエンス館）

スペースデザイン・企画設計・情報機器の設置
展示ブース映像ソフト制作
インターネット及びデジタルコンテンツ制作
「世界の原子力発電」
「アトミックステージ」

動燃人形峠展示館
（動力炉核燃料事業団人形峠事業所）

映像ソフト制作（マルチスライド）

機械産業記念事業財団
（機械産業記念事業財団）

映像ソフト制作
「石油に命をあたえる」

展示施設

【ミュージアム系①】

件 名 ・ 展示場所 （発注者）

内

容

広島県吉田町・歴史民俗博物館
（丹青社）

映像ソフト制作
「史跡郡山城と城下町」
「中世安芸の里」
「古文書の世界」

海南町立博物館
（㈱日精モデルメディア）

映像＆ナレーションソフト制作（ＬＤ・ＭＤ・ＤＡＴ）
「大陸からの伝来のルートを探る」
「大里古墳の探究」
「在りし日の大里古墳」
「民話の紹介」

五條歴史博物館
（奈良県五條市・日精㈱・五條歴史博物館）

3D立体映像ソフト制作
「五條紀行」

津山郷土博物館 （津山市）

映像ソフト制作
・津山の歴史を紹介（10タイトル）

観音寺コイン博物館 （観音寺市）

映像ソフト制作
「お金のはなし」（アニメーション）

倉敷市立自然史博物館 （倉敷市）

映像ソフト制作（展示ビデオ）
・高梁川流域の自然を紹介（6タイトル）

なぎビカリアミュージアム （奈義町）

展示シアター設備設置
映像ソフト制作
「ぼくのビカリア日記」

矢掛町立美術館 （矢掛町）

映像ソフト制作（展示ビデオ）
「佐藤一章・田中塊堂 ‐その人と芸術‐」
「吉備真備」

倉敷市立美術館 （倉敷市）

映像ソフト制作（展示ビデオ）
｢美の旅人 ～池田遥邨の世界～」

新見市立美術館 (新見市）

映像ソフト制作
備中国新見庄の歴史散歩（5タイトル）

児島湾干拓資料室
（農林水産省中国四国農政局児島湾周辺
土地改良建設事務所）

施設展示 企画・設計・造作
映像ソフト制作
・ジオラマと映像のリンク
・グラフィック制作

上高津歴史資料館
（茨城県土浦市・日精㈱・上高津歴史資料館）

ファンタス（立体）ビジョンソフト制作
「上高津貝塚」

展示施設

【ミュージアム系②】

件 名 ・ 展示場所 （発注者）

内

容

海遊文化館 （牛窓町）

映像ソフト制作（120吋スクリーン・展示ビデオ）
「牛窓のだんじり」
「唐子踊り」
「牛窓 ‐その文化と心‐」

岡山県自然保護センター （丹青社）

シアター映像ソフト制作
「岡山の自然」

鷲羽山ビジターセンター
（鷲羽山ビジターセンター）

映像ソフト制作（マルチスライド）
「瀬戸内の歴史と自然」

下津井むかし回船問屋 （岡山県）

映像ソフト・ハード制作
「下津井燦歌」（環境映像、35ミリ→LD）
「みなと町下津井」
「下津井アラカルト」

高梁市文化交流館ハイビジョンシアター
展示AVコーナー （高梁市）

映像ソフト制作（レーザーディスク・CD）
「さらなる楽章へ 交響曲高梁」（ハイビジョンLD)
「風と光のスケッチ」 「高梁の文化財」
「山城のある城下町」 「新たな発展、高梁」
「高梁の歴史紀行」 「高梁で生まれた童謡」（LD・CD）
「高梁ゆかりの人物」

有漢町・風と化石の館 （有漢町）

立体映像コーナー・ハード製作
スッポン化石ジオラマ製作
中四国立体地形模型製作
映像ソフト制作（16ミリ→ビデオ）
「風と化石の館」
「風を集める町、有漢」

吉備高原ニューサイエンス館 （岡山県）

映像ソフト制作
6面マルチビデオ
「岡山空港」
「瀬戸大橋」
「吉備高原都市」
「テクノポリス」

仁科記念館 （里庄町）

映像ソフト制作（16ミリ→ビデオ）
「現代物理学の父 仁科芳雄」

犬養木堂記念館 （岡山県郷土文化財団）

映像ソフト制作（展示ビデオ）
「犬養木堂」

大山名人記念館 （倉敷文化振興財団）

映像ソフト制作（展示ビデオ）
「大山康晴」

真備町まきび記念館 （真備町）

映像ソフト・ハード制作
「吉備真備」

展示施設

【ミュージアム系③】

件 名 ・ 展示場所 （発注者）

内

容

鴨方町歴史公園・北倉展示室
（鴨方町）

グラフィック展示・映像ソフト・ハード制作
「鴨方藩と鴨方往来」
「鴨方の歴史と史跡」
「鴨方の先人」
「地場産業と観光・文化施設・交通」
「周辺の観光地」

鯉が窪湿原資料展示館展示室
（哲西町）

企画設計展示製作
・壁面グラフィックパネル
・ジオラマ模型
・50インチDVD上映システム
・学習ソフト制作（CD-ROM)

【生涯学習センター・町民会館・図書館】
件 名 ・ 展示場所 （発注者）

内

容

哲多町町民会館・ハイビジョンシアター
（通商産業省映像新大陸構想地域産業情報等提供事業）

ハイビジョン映像ソフト制作
「叙情詩かぐらの里」（哲多町）

新見市御殿町センター （新見市）

映像ソフト制作
大名行列ミニチュア製作・160体
・御神幸武器行列（大名行列）

旭町文化会館 （旭町）

映像ソフト制作
「時代を駆け抜けた先駆者」
「岸田吟香」

矢掛町文化施設マルチメディアコーナー
（矢掛町）

デジタルコンテンツ制作
「矢掛デジタル街道物語」
「文化センターインフォメーション」

岡山県生涯学習センター （三学ぱる）

映像ソフト制作
「郷土に輝く人々」（20タイトル）
「岡山県内・市町村ビデオ」

新見生涯学習センター （新見市教育委員会）

映像ソフト制作（ＤＶＤ・ビデオ）
・施設、自然、歴史、伝統行事の紹介等（9タイトル）

ライフパーク倉敷 （倉敷市）

映像ソフト制作
「倉敷の産業・いまむかし（3タイトル）」

山田方谷記念館 （大佐町）

展示パネル
山田方谷ブロンズ像

展示施設

【環境・リサイクル】

件 名 ・ 展示場所 （発注者）

内

容

岡山浄水場 （岡山県広域水道企業団）

映像ソフト制作
「安全できれいな水道水をつくる岡山浄水場」
・岡山市寺山に完成した浄水場を紹介した4面マルチ

倉敷環境センター （倉敷市）

映像ソフト制作（展示ビデオ）
「川と海に思いやりを」

伊勢崎市清掃リサイクルセンター
（伊勢崎市・㈱荏原製作所）

映像ソフト制作（9面マルチビジョン）

郡山市富久山リサイクルプラザ
（郡山市・川崎重工業㈱）

エコエネルギーシュミレーションシステム（太陽光・中水利用）
見学者用説明盤製作

八戸リサイクルプラザ
（八戸市・極東開発工業㈱）

リサイクル展示コーナー調度品製作

恵南リサイクルプラザ「おおぞら」
（恵南福祉保健衛生施設組合・極東開発工業㈱）

施設案内ＰＣソフト制作

市川市衛生処理場
（市川市・三菱重工業㈱）

見学者コーナーのソフト及びシステム制作
・エコサイクル体験ラボ製作
・バーチャルソフト制作
・ロボットガイダンスシステム制作

明石クリーンセンターリサイクルプラザ
（明石市・住友重機械工業㈱・川崎重工業㈱)

体験学習コーナーのソフト及びシステム制作
・焼却のしくみ
・破砕選別のしくみ
・東経135度のごみ事情

善通寺市未来クルパーク21
（善通寺市・極東開発工業㈱）

見学者コーナーのソフト及びシステム制作
・リサイクルバーチャルソフト
・リサイクルタイムトラベル
・体験工房什器製作

エコニックス東予事業所
（愛媛県廃棄物処理センター・住友重機械工業㈱）

見学者向プラズマディスプレイ展示映像制作

宮崎市衛生処理センター
（宮崎市・㈱クボタ）

見学者向水処理施設展示立体映像制作
見学者用通路パネル製作

八女西部リサイクルプラザ
（八女西部広域事務組合）

見学者用展示ホール
・ディスプレイ及びパソコン検索システムの制作
見学者用会議室
・DVDマルチメディアシステム制作
見学者用通路
・機器、設備の説明パネル及び場内・施設の案内板製作

展示施設
件 名 ・ 展示場所 （発注者）

【その他】
内

容

岡山県・健康の森 （岡山県）

映像ソフト制作
・健康の森来訪者用 ４タイトルリクエスト放映

おかやまファーマーズマーケット・ノースビレッジ
（岡山県）

映像ソフト制作
「岡山の畜産」
・県内の酪農・畜産状況及びチーズ等の乳製品の作り方を
来訪者に紹介

まきばの館 （岡山県）

映像ソフト制作（ビデオ）
「ようこそまきばの館へ」
・乳製品・肉製品の加工工程を見学者に紹介

晴れの国岡山館 （岡山県）

映像ソフト制作
「岡山の伝統工芸品」
立体ミラービジョンソフト制作
「そうめんが出来るまで」
・昭和初期播州地方そうめんづくりの再現

そうめんの里資料館
（兵庫県手延素麺(協)・揖保乃糸）

トライビジョン制作
「そうめんの歴史」
LD連動ジオラマディスプレイ製作
「そうめんの風土」

播磨科学公園都市オプトピアPR館
（兵庫県企業庁・神戸新聞事業社）

映像ソフト制作
・播磨科学公園都市のジオラマとリンクしたプラズマ映像
（13タイトル）

川崎製鉄見学者ホール
（川崎製鉄㈱水島製鉄所）

映像ソフト制作（大型スクリーン）
「ようこそ水島製鉄所へ」

三菱自動車水島自動車製作所PRホール
（三菱自動車水島自動車製作所）

映像ソフト制作（展示ビデオ）
「三菱自動車の車づくり」

富士急ハイランド アトラクション
戦慄迷宮・武田信玄 埋蔵金伝説
（㈱ザ・プランズ）

映像ソフト制作（ビデオ）
「戦慄の閉鎖病棟」
「トイレの花子さん」（3D）
「運命の扉」
「信玄の秘密」

【その他】

