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Crystal LED / ブラビア
圧倒的なリアリティーと臨場感あふれ
るCrystal LEDでエントランスの空間
演出を。また、エグゼクティブ空間への
プレミアムな演出として100V型ブラビ
アをご紹介。

ブラビア
ハドルスペースはもちろん、よりスピーディーで自由なコミュニケーションが図れるアジャ
イル型ワーキングなど、より自由度の高いワークスタイルが可能です。

多様なワークスタイルやコミュニケーションに合わせて、

より適した高品質な映像ソリューションを。

貴社のオフィス空間に新しい体験価値を提案する

ソニーのオフィスソリューション。
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カメラ / リモートカメラ / ブラビア / Edge Analytics Appliance
ウェビナー配信に適した映像撮影・配信ソリューションをご
用意。ビジュアルコミュニケーションの力を最大化する映像
制作を手軽に実現します。

Crystal LED / 4K SXRDプロジェクター / 
空間再現ディスプレイ

工業製品の設計・デザインレビューなど、大画
面による実寸大・等身大サイズで、高精細な
映像を圧倒的なリアリティーで再現します。

ブラビア
リフレッシュやコワーキングスペースとして普段活用してい
るスペースにブラビアをサイネージとして設置することで、
さまざまな情報を高精細に表示できます。

ブラビア / データプロジェクター / AVコントローラー / リモートカメラ / Cisco Web会議システム
大会議室からミニマムなハドルスペースまで、用途に合わせてサイズや仕様が選べます。
4Kの高画質ディスプレイにより、細部まで鮮明に表示することができます。
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ENTRANCE
エントランス

高精細かつ豊かな映像表現が織りなす圧倒的な臨場感と
没入感で、感動を与える空間演出が可能なCrystal LED

さまざまなサイズのビデオウォールにも拡張することがで
き、使用用途や設置場所に合わせて、画面の大きさや縦・
横比率を自由に構成できます。ベゼルフリーのデザインに
よりシームレスな映像表現を可能にします。

エクゼクティブな空間にプレミアム画質を。
自然で色鮮やかな映像を実現するブラビア

際立つ映像美をエグゼクティブな空間演出に活用したり、
質感まで再現するリアルさで、商品をより魅力的に見せる
サイネージなどの商業施設でも活用できます。高品質な
映像で空間演出から集客力のある提案も可能です。

エントランスの空間演出において、壁面全体をCrystal LED

の圧倒的なリアリティーで臨場感あふれる演出に。また、エ

グゼクティブな空間に、100V型ブラビアでプレミアムな映像

を設置するなど、幅広いお客様の要望にお応えします。

エントランス・ショールーム エグゼクティブ空間

Crystal LED ブラビア
（100V型）

04 ENTRANCE



OPEN SPACE
オープンスペース

ハドルスペース アジャイル型チームワーキング コミュニケーション

在宅社員とのハドルミーティングなど
省スペースでのWeb会議システムに

ハドル向けオフィス家具とブラビア
を組み合わせることで、省スペース
で壁面や床への施工なしに、コミュ
ニケーションスペースを設置するこ
とが可能です。

アジャイル型とは： アジャイル（agile）には「すばやい」「俊敏な」といった意味があり、“アジャイル型”とは、多様な働き方や状況に合わせて柔軟に変更が可能なオフィススタイルです
ハドルスペースとは： 業務の合間の短時間で効率よくミーティングを行うための場所です

SSAP Open Innovation Village

アジャイル型のチームワーキングで
ブレストやグループ作業に

移動性に優れたオフィス家具とブラ
ビアの組み合わせにより、さらに自由
でスピーディーなチームワーキング
を実現。多様なワーキングスタイルに
も柔軟に対応できます。

役員からの遠隔メッセージや、
レクリエーション・環境映像演出に

アレンジが自在な什器や、100V型ブ
ラビアを壁掛けまたは天吊り仕様で
設置可能。より高品質なコミュニ
ケーションが可能になります。

ブラビア
（32/43V型）

ハドル向け
オフィス家具

ブラビア
（50V型）

移動性に優れた
オフィス家具

ブラビア
（85V型〜）

オープンスペースを有効に活用し、ハドルスペースはも

ちろん、よりスピーディーで自由なコミュニケーションが

図れるアジャイル型ワーキングなど、より自由度の高い

ワークスタイルが可能になります。

コミュニケーション

アジャイル型
チームワーキング

省スペース
ミーティング

Cisco 
Web会議
システム

Cisco 
Web会議
システム
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CONFERENCE ROOM
会議 / プレゼンテーション

ホール 役員会議室 大 ～ 中  会 議 室

ブラビア
（32〜100V型）

ブラビア
（55〜75V型）

ブラビア
（32〜100V型）

データプロジェクター
（100〜150インチ）

データ
プロジェクター

（100〜150インチ）

データプロジェクター
（100〜300インチ）

高輝度、高画質な映像表現。
天吊りや傾斜などの設置に対応

• 色の再現性が正確でグラデーション表現も
 美しい高輝度・高画質のプロジェクター

• 大事なプレゼンテーションでお客様の
 会社名やロゴも正確な色表示でくっきり

• レーザー光源プロジェクターは、瞬時に点灯、
 手間いらず、故障が少ない

• 中央スクリーン映像が見えづらい場所でも
 天吊りしたブラビアでどの場所からも見やすい

オーディオミキサー、パワーアンプ、パワーディス
トリビューター、スイッチャー機能を兼ね備えた
オールインワンのAVコントローラー

ハンズフリーでの“スピーチ音声補強”と広範囲
の収録を同時に実現するビームフォーミング方式
の天井設置型マイクロホン

プレミアムなスペースに相応しい
プレミアム画質のディスプレイ

• 高輝度・高画質、最新のプロセッサー採用の
 プレミアムモデル

• 人が目で感じる自然な美しさで映像を描き
 出す高画質技術搭載

• 壁に絵画を飾るかのようなたたずまいと、
 壁面からの突き出しを極力なくしたデザイン

高画質による視認性の　　高さと、すぐに使える
実用性、規模に応じてシ　　ステム構築できる柔軟性

• ブラビアは高コントラ　　スト・広色域な4K高画質

• 照明が点いた明るい　　室内や日中の外光が
 入る環境でもメリハリ　　のある映像表示が可能

• ブラビアは薄型・軽量　 ・狭額縁の筐体で、
 天吊り、傾斜設置も可　 能

•   レーザー光源プロジェ　 クターは、瞬時に点灯、
 手間いらず、故障が少　 ない

リモートカメラ
（旋回型）

リモートカメラ
（固定型）

リモートカメラ
（旋回型）

Cisco 
Web会議システム

Cisco 
Web会議システム

AVコントローラーAVコントローラー

マイク

インテグレーテッドAVコントローラー ビームフォーミングマイクロホン
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大 ～ 中  会 議 室 ハドルスペース デスクトップ

ブラビア
（43/50V型）

ブラビア
（32V型）

豊富なインターフェースでライブイベント・講義収
録など、さまざまな用途に対応するリモートカメラ
システム。旋回型と固定型が選べます

ソニーとシスコシステムズの協業により、
高画質・高品質を実現するリモートワー
クソリューション

高輝度・高コントラストなので、オープンな
ミーティングスペースでも使いやすい

• 明るい場所に設置しても見やすいので、
 少人数がサッと集まるようなオープンな
 ミーティングにおすすめ

• HDMIケーブルをPCに接続するだけで
 ディスプレイの電源が自動でオン。
 入力映像もぱっと表示されるので、
 リモコン操作不要で使いやすい
　  ※機器構成により設定変更が必要です

デスクトップでも、高画質なディスプレイで
情報量の多い作業を効率化

• 4K高画質を生かして、情報量の多い作業を
 より快適に作業できる

• 4K解像度と32V型のディスプレイサイズの
 組み合わせが、デスクワークにおすすめ

• 高精細な4K高画質により、画面を分割して
 複数の情報を同時に閲覧することも可能

高画質による視認性の　　高さと、すぐに使える
実用性、規模に応じてシ　　ステム構築できる柔軟性

• ブラビアは高コントラ　　スト・広色域な4K高画質

• 照明が点いた明るい　　室内や日中の外光が
 入る環境でもメリハリ　　のある映像表示が可能

• ブラビアは薄型・軽量　 ・狭額縁の筐体で、
 天吊り、傾斜設置も可　 能

•   レーザー光源プロジェ　 クターは、瞬時に点灯、
 手間いらず、故障が少　 ない

ホールや大会議室から、ミニマムなデスクトップまで、用途に合わせてサイズや仕様が選べます。

4Kの高画質ディスプレイにより、会議資料の小さな文字や図面の細部も鮮明に表示することができます。

ソニーのディスプレイソリューションが、多様なビジネスシーンをサポートします。

Cisco 
Web会議システム

Cisco 
Web会議システム

Cisco 
Web会議システム

AVコントローラー

マイク

リモートカメラシステム Cisco Web会議システム
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STUDIO
配信スタジオ

ブラビア
（32V型〜）

ソニーが放送機器などの分野で培ってきた技術を最大限に

生かし、ウェビナー配信に適した映像撮影・配信ソリュー

ションをご用意。ビジュアルコミュニケーションの力を最大化

する映像制作を手軽に実現します。

リモートカメラ
（固定型）

Edge Analytics 
Appliance

カメラ
（Z90 / FX3 / FX6）

ウェビナー配信

多彩な映像撮影・配信ソリューションで、
クリエイティブな映像コンテンツ制作が可能

CEOのプレゼンテーションから、ミニマムな会議室のウェビ
ナー配信まで、さまざまな配信ソリューションに適した映像
を撮影できるカメラ・リモートカメラをご用意。さらに、クロ
マキーレスCG合成や板書抽出など、よりクリエイティブな映
像コンテンツ作りも可能です。

さまざまな現場で画質をチェック。
高画質なカメラの映像にも対応

ローカルでの映像や画質のチェックに。高画質化の著しい
映像撮影機器のデータを、余すところなく再現することが
可能なディスプレイをご用意。32V型から選べます。

※ 配信には別途、信号変換器　　　　　　器が必要な場合がありますなどの外部機
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DESIGN ROOM
デザインルーム

工業製品の設計・デザインレビューに。大画面による実寸

大・等身大サイズで、高精細な映像を圧倒的なリアリティー

で再現します。さらに立体映像のレビューも可能なディスプ

レイもご用意。新たな映像ソリューションを届けます。

空間再現ディスプレイCrystal LED

大画面自発光ディスプレイで、明る
い部屋でも正確に色を再現

目地のない大画面自発光ディスプレ
イを構築可能。明るい部屋でも正確
な色再現ができ、必要解像度分の
キャビネットを構築すれば、4K、8K
の映像も再現できます。

4Kの高精細・高コントラスト映像で
デザインレビューが可能

工事不可の場所でもスクリーンに投
影することでコストパフォーマンスに
優れます。低照度環境では4K映像を
より美しく表示することが可能です。
※デザインルームでは100～200インチを推奨

裸眼のままでもクリアで色鮮やかな
立体視を実現

試作品を作ることなく、ディスプレイ
上で条件を変えながら試行錯誤を繰
り返すことができ、クオリティーの向
上や制作コストの削減、リードタイム
の短縮につながります。

デザインレビュー

4K SXRDプロジェクター
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SHARE SPACE /
LOUNGE

共有スペース / ラウンジ

ブラビア
（32〜50インチ）

デジタルサイネージ
コンテンツ配信ソフトウェア＊

リフレッシュやコワーキングスペースとして普段活用してい

るスペースに、ブラビアをサイネージとして設置。4Kの高画

質表示が可能なので、細かなテキストや注目させたいポイン

トなども高精細に表示可能です。

サイネージ / ミーティング

フリースペースを有効に活用し、サイネージやミーティングスペースに

オフィス内のフリースペースやカフェスペースなどに、サイネージとしてブラビアを設置。配信したい映像を4Kの高画質で
高精細に表示できます。また、移動式のディスプレイとの組み合わせで、場所を選ばずにフリースペース内を自由にレイア
ウトできるので、簡易的なミーティングにも使えます。

＊ネットワークを通じて、スケジュール再生、プレイリスト、緊急配信などが簡単に行えます。詳細は当社営業担当までお問い合わせください
※USBメモリーを挿入するだけでコンテンツ配信が可能な「シンプルサイネージパック（BZT）」もご用意しております。詳細は法人向けブラビアサイトをご覧ください
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Website
Webサイトのご紹介

Office Furniture
オフィス家具のご紹介

ページ内に記載されている商品の特長や仕様などについては、各ホーム

ページをご参照ください

こちらの製品はソニー製ではありません。安全性・仕様などは当社が保証

するものではありませんので、詳細につきましては各提供会社へお問い合

わせください。

sony.jp/bravia-biz/

sony.jp/spatial-reality-display-biz/

sony.jp/pro-audio/mas/

sony.jp/crystal-led/

sony.jp/brc/

sony.jp/professional/collabo-meeting/

sony.jp/vpl/

sony.jp/camera-biz/

業務用ディスプレイ・テレビ
［法人向け］ ブラビア

［法人向け］空間再現ディスプレイ
（Spatial Reality Display）

移動性に優れた
オフィス家具
SPRINT

（オカムラ製）
※画像はイメージです

ビームフォーミング
マイクロホン

Crystal LED

リモートカメラシステム

ハドル向け
オフィス家具
つながるステーション

（一ノ坪製作所製）
※画像はイメージです

シスコ コラボレーション
ソリューション

（Cisco Web会議システム）

データプロジェクター

［法人向け］カメラ

sony.jp/edge-analytics-appliance/

Edge Analytics Appliance

ロケーションに
合わせたスタンド
ESL イーゼル

（朝日木材加工製）
※画像はイメージです
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Office Solution
ソニーのオフィスソリューション

DE/EXOP-1 （84951030）

2022.1
カタログ記載内容2022年1月現在

Printed in Japan.   

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

商品購入時の注意　●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください  ●ネットワークに関するお問い合わせは、稼働場所のシステム管理者や購入店へご相談ください　カタログ上の注意
●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります  ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります  ●使用シーンの写真はイメージです　●画面はハメコミ合成です  ●効果例の写真

はいずれも効果をわかりやすくするため、スチル写真を強調して加工したイメージです　商標について　●「ソニー」および「SONY」、ならびにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社または

その関連会社の登録商標または商標です。その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。なお、本文中ではTM、Ⓡマークは明記していません


