
ヒビノエンジニアリング 
⃝ヒビノスペーステック株式会社

業務用音響・映像機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス

⃝ヒビノイマジニアリング株式会社
映画館、ホールに対する業務用音響・映像機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス

Sama Sound グループ 
⃝Sama Sound Inc. 

業務用及びコンシューマー用音響機器の販売

⃝Sama D&I Co., Ltd. 
業務用及びコンシューマー用音響機器の販売

⃝Sama CDS Inc.
業務用音響機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス

ヒビノマーケティング
⃝ヒビノ株式会社 ヒビノマーケティング Div. 

業務用音響機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス 

⃝ヒビノインターサウンド株式会社
業務用音響・映像機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス

⃝株式会社エレクトリ
業務用音響・映像・制御機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス/ 
コンシューマー用音響機器の販売

⃝株式会社テクノハウス
業務用映像・音響機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス

⃝ヒビノライティング株式会社
業務用照明機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス

ヒビノクロマテックグループ
⃝ヒビノ株式会社 ヒビノクロマテック Div. 

LED ディスプレイ・システムの開発・製造・販売

⃝Hibino Asia Pacific Limited 
LED ディスプレイ及び周辺機器の販売

販売施工事業

さまざまな専門性を結びつけ、最適な
ソリューションを提案。「感動」を創出しながら、

ヒビノグループは進化を続けます。

「音と映像のプレゼンテーター」のスローガンのもと、ヒビノ

グループは音響、映像、音楽、ライブの分野で、常に開拓者

として先駆けと呼ぶにふさわしい足跡を残してきました。

ヒビノグループが何より大切にしているのは、人間にしか創

り出せない「アナログ」的な価値。デジタル分野の最先端技術

やノウハウを「前提」として、その上に、デジタル的には処理

できない微細な音質、色相などを識別し調整する「運用技術」

や、経験と感覚に基づいた職人技を重ね合わせることが、お

客様にとってオンリーワンの存在になるための唯一無二の道

であると確信しています。

デジタライゼーションが加速する今、音響と映像、照明のプ

ロフェッショナルが集まるヒビノグループのリソースは、さ

らに大きな価値を生み出し、そのステージは日本から世界へ

と大きく広がっています。

ヒビノグループでは、さまざまなお客様のニーズに、総合的・

包括的な解決策をご提案する「トータル・ソリューション」

機能のいっそうの向上を目指して、グループの総合力強化に

積極的に取り組んでいきます。
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  ⃝日本音響エンジニアリング株式会社
建築音響に関する設計・施工/ 
音響製品の開発・製造・販売/ 
音・振動に関するコンサルティング、調査・測定

⃝日本環境アメニティ株式会社
建築音響に関する設計・施工/ 
音響製品の開発・製造・販売/ 
音・振動に関するコンサルティング、調査・測定

⃝株式会社サンオー
防音設備工事に関する設計・施工/ 
防音設備製品の設計・製造・販売

⃝NOE Asia Pacific Company Limited
建築音響に関する設計・施工/ 
音響製品の開発・製造・販売/ 
音・振動に関するコンサルティング、調査・測定

建築音響施工事業

  ⃝ヒビノエンタテインメント株式会社
ライブハウス運営事業を含むエンタテインメント事業統括

⃝株式会社エィティスリー
ライブハウス「ケネディハウス銀座」の運営

その他

ヒビノサウンドグループ
⃝ヒビノ株式会社 ヒビノサウンドDiv.

コンサート・イベント用音響システムの企画立案、 
レンタル、オペレート/ライブレコーディング

ヒビノビジュアルグループ
⃝ヒビノ株式会社 ヒビノビジュアルDiv.

コンサート・イベント用映像システムの企画立案、 
レンタル、 オペレート

⃝ヒビノメディアテクニカル株式会社
イベント用映像システム・音響システムの企画立案、 
レンタル、オペレート/ 
イベントの企画立案、運営、コンサルティング/ 
音響・映像・システム関連のオペレーター及び 
エンジニアの人材派遣/ 
業務用映像・音響機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス

⃝株式会社シグマ映像
イベント用映像システム・音響システムの企画立案、 
レンタル、オペレート

⃝Hibino Asia Pacific (Shanghai) Limited
イベント用映像システム・音響システムの企画立案、レンタル、オペレート/
LEDディスプレイ及び周辺機器の開発

⃝Hibino USA, Inc.
米国子会社の管理・統括

⃝TLS PRODUCTIONS, INC.
イベント用照明・音響システムの企画立案、レンタル、オペレート

⃝H&X Technologies, Inc.
イベント用映像システム・音響システムの企画立案、レンタル、オペレート

⃝Hibino Europe B.V.
欧州子会社の管理・統括

⃝Hibino Deutschland GmbH
イベント用映像システム・音響システムの企画立案、 
レンタル、オペレート

コンサート・イベントサービス事業

ヒビノグループの経営体制



ヒビノインターサウンド株式会社
https://www.hibino-intersound.co.jp/

〈会社概要〉　社名／ヒビノインターサウンド株式会社　本社所在地／〒105-0022  東京都港区海岸2-7-70　設立／1985年5月14日　
代表者／代表取締役社長 池垣 浩　事業内容／◦音響機器の輸入代理及び販売業務　◦コンピューター機器の輸入代理及び販売業務　◦映像機器の輸入代
理・販売業務及びシステムコンサルタント　◦スタジオ設計・施工・防音・工事コンサルタント業務

時代とともにますます
多様化・高品質化する
音響/映像システムへの
ニーズに、最適な製品と
ソリューションを提案。

1985年の設立以来、ヒビノグループの
中で培ってきたライブ音響技術や、音響
/映像のシステムインテグレーション技
術を基に、お客様のニーズに応じた最
適なソリューションを提案。大規模ホー
ル、ライブハウス等の音楽関連施設や
企業の会議室、商業施設など、幅広い
お客様にご満足をいただいています。

音響と映像を組み合わせたトータルなシステムの活用場面は、近年ます

ます多方面への広がりを見せています。そうした時代の要請に合わせ、

ヒビノインターサウンド株式会社は、ヒビノグループの音響・映像分野

での経験やノウハウ、高い専門性を活かし、多様化・高品質化するお客

様のご要望にお応えしています。

設立以来、世界的に高い評価を集める音響機器、映像機器を輸入販売。

先進性・技術力・将来性の観点からパートナーシップを結べるメーカーを

厳選し、放送局用の大型ミキシングコンソールなどの業務用機器からコ

ンシューマー機器まで、バリエーションに富んだ製品を、高品質なサー

ビスと共にご提供する体制を整えています。

音響と映像のトータルシステムを提案 優良ブランドの機器を豊富にラインアップ

●主な取扱いブランド
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ADVANCED STAND SYSTEMS



音響機器や映像機器、あらゆるICT機器をシームレスにつなぐ業務用制
御機器のトップブランド「AMX」をはじめ、学校や官公庁など、大型施
設の音響・映像システム設計の核となる製品をお届けしています。

コンシューマ向けハイエンドオーディオの有力ブランドとして世界的に高
く評価される「McIntosh」を中心に、高品質の音を愉しみたいエンドユー
ザーの思いを叶える機器を幅広くラインアップしています。

・ 楽器関連機器の輸入販売　　　・ アミューズメント設備機器の輸入販売
・ 映像音響制御システムの設計・輸入販売

・コンシューマ用高級音響機器の輸入販売 
・ハイエンドオーディオのコンサルティング 

https://www.electori.co.jp/

〈会社概要〉　社名／株式会社エレクトリ　本社所在地／〒105-0022  東京都港区海岸2-7-70　設立／1964年12月23日　
代表者／代表取締役社長 安井 芳史　事業内容／民生用音響機器、プロ用音響機器及び映像・情報機器の輸入販売

「世界の一流品」を
厳しい目で選び抜き、
人間の奥底にある
感動を沸き立たせる
空間と時間を提案。

株式会社エレクトリは、創業以来、民生
用・プロ用の音響機器、映像・情報機器
を市場にお届けしてきました。音質や耐
久性はもちろん、独創性や先進性など、
多様な視点から選び抜いた「世界の一流
品」は、学校、官公庁、エンターテインメ
ント空間などの施設やAVルームの仕様
設計の核となり、感動を創造しています。

●プロ営業部 Professional Division ●コンシューマ営業部 Consumer Division

豊かなコミュニケーションを生み出す空間創造へ、
「鍵」となる製品を提案。

一流品だけが持つ気高い薫り。音楽を愛する方々へ、
オーディオの愉しみを伝えます。

事業内容 事業内容

主な取扱いブランド 主な取扱いブランド

BricastiBricasti DesignDesign

®
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放送局・ポストプロダクションといったお客様
向け製品を中心に、放送・映像関連のプロ製品
を多く取り扱っております。光伝送装置、モバ
イル中継システム製品、エンコーダー/デコー
ダー、 4K/8K対応カメラ、タイムコードジェ
ネレーターなど、放送局や映像制作に必要とさ
れる機材からIP映像伝送システムまでお気軽に
お問い合わせください。

〈会社概要〉　社名／株式会社テクノハウス　本社所在地／〒105-0022  東京都港区海岸2-7-70　設立／1988年4月
代表者／代表取締役社長 榎本 隆二　事業内容／◦業務用映像音響機器輸入販売　◦各種映像音響編集室システム設計及び施工　

テレビ局、ラジオ局向けの製品を多く取り扱っ
ています。音声コーデック、分配器、オーディ
オプロセッサー、デジタルミキサー、放送表示
灯など、スタジオシステム構築に欠かせない製
品を取り揃えております。大型のスタジオから、
サテライトスタジオまで幅広い導入事例があり
ますので、製品だけに限らず、システム更新の
ご相談なども随時承っております。

良質な機器を
輸入供給する販売
代理店・システム
インテグレーター

株式会社テクノハウスはポストプロダ
クションの技術開発セクションから派生
した技術者集団です。
創立以降、確かな製品を輸入し販売す
る代理店としての役割とシステムイン
テグレーターとしてお客様のシステム
構築を行ってまいりました。

●放送・映像製品 ●業務用音声製品

SX2 デジタルミキサー /DHD.audio

Victorem 4KSDI-MINI/
コンパクト 4K カメラモジュール ( グローバルシャッター )/

IO Industries

APT IP CODEC(Horizon NextGen) / Worldcastsystems
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株式会社テクノハウス
https://www.technohouse.co.jp

SCORPION シリーズ / evertz

プロジェクションマッピングやデジタルサイ
ネージといったイベント・常設・会議室などで使
用されるスイッチャーやコンバーター、メディ
アサーバーなどを取り扱っています。信号の
種類や入出力数に応じたラインナップがあり、 
用途に応じたシステム構築が可能です。
また、製品に不具合が起きた時には、現地での
対応も含め早急なサポートを心がけています。

●イベント・常設用製品

E2 Gen2 プレゼンテーションスイッチャー /BARCO

ヘビーデューティーコンバーター Xvison / Theatrixx



演出空間の多様なニーズに対応できるよう、国

内外の照明器具と関連製品を幅広く取り扱って

います。

高度な演出に対応するライティングコンソー

ルをお届けします。最新のオペレーション技

術をご案内するワークショップも全国で展開

しています。

様々なアプリケーションに合致する演出照明シ

ステムを、企画から設計、施工、メンテナンス

まで、経験豊富なスタッフが対応します。

ヒビノライティング株式会社
https://www.hibinolighting.co.jp/

演出空間の価値を最大
限に引き上げる舞台照
明。美しい光と最新の
調光技術で、見る人を
魅了するステージ作り
をサポートします。
ヒビノライティング株式会社は、舞台照
明機材の販売とシステムの設計、施工を
行っています。様々なニーズに対応する
多彩な灯体と効果的な演出を可能にす
るライティングコンソール、そしてそれら
の性能を最大限に引き出すシステム構築
を、経験豊かなスタッフがお届けします。

●舞台照明機材 ●ライティングコンソール ●演出照明システム

〈会社概要〉　社名／ヒビノライティング株式会社 　本社所在地／〒105-0022  東京都港区海岸2-7-70　設立／1988年3月31日
代表者／代表取締役社長 久野 慎幸　事業内容／演出照明機材の販売、システム設計・施工
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Ovation Rêve E-3 /
遠くまで明るい光を届けるエリプ
ソイダルライト

Diamond 9 330 / 
高品質なステージを作るライティングコンソール

Arena / 
直感的な操作が可能なライティングコンソール

Maverick Silens 2 Profile / 
静音性に優れた高品位ムービング
ライト

IVL Pyramide /
没入感ある個性的な光の演出が可能な照明器具

ノードやスイッチ等、高性能ネットワークデバイス 美しいグラフィックのビジュアライゼーションソフトウェア



お客様とともに調査・検討を重ね、その空間

のためだけにご提案するシステムは、「Only 

One」のカスタムメイド。50年にわたり蓄積し

た音響・映像ノウハウで、快適なスペースや効

率的なビジネス環境を実現します。

〈会社概要〉　社名／ヒビノスペーステック株式会社　本社所在地／〒105-0022  東京都港区海岸2-7-70　設立／1960年3月19日　
代表者／代表取締役社長 小林 瑞夫　事業内容／業務用音響・映像機器の販売及び施工

創業以来、多くの実績を重ねて来た音響・映像シ

ステムのノウハウを空間演出のベースとしてコン

テンツと組み合わせて機材レンタルやオペレー

ト支援を含めたソリューションをワンストップで

提供します。

先進のIT・AI技術に支えられた音響・映像のハー

ドシステムとアプリ

ケーションで新たなト

レンドや付加価値をカ

タチにしてお客様のご

要望にお応えします。

商業店舗に流れる心地よい音楽、また各種コ

マーシャル制作から音楽イベント運営まで、音

と映像にまつわるさまざまな企画・制作で、プ

ロモーションをサポート。 自社の映像・音楽配

信のインフラを活用したコンテンツ配信サービ

スのご提供、それにともなう表示端末や音楽再

生機器など周辺機器のご提供も行っています。

高品位な音と映像、
ハード・ソフトの開発力
を発揮し、快適な空間と
コミュニケーションの
可能性を追求。

ヒビノスペーステック株式会社は、「快
適さの実現とコミュニケーションの提
案」を企業理念に掲げ、創立50年を超
える豊かな経験と実績を基に、業務用
映像･音響機器によるシステムエンジニ
アリングや、多彩なセールスプロモー
ション、ビジネスサポート事業など、幅
広い分野でソリューションをご提供して
います。

●システム事業 ●スペースクリエーション事業 ●セールスプロモーション事業

真似のできないOnly Oneの
システムをお客様と創造します。

音と映像を駆使して快適な空間演出
ソリューションを提供します。

多彩なサービスで個性的な
プロモーションを実現します。

ヒビノスペーステック株式会社
https://www.hibino-spacetech.co.jp/
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●シネマプロジェクターの設置、調整

製作者の意図した画質を忠実にスクリーンへ映し出します。評価基準が
厳しいポストプロダクションや試写室で、その技術が評価されています。
●映画音響の再生

観客を魅了する音響を劇場のすべての座席に届けます。最新の音響技術

を感性的なチューニングと組み合わせ、映画館ならではの鑑賞体験を作

り出します。

●TMS(シアターマネジメントシステム)

大容量のコンテンツを集中的に管理し上映作業を自動化します。快適な

処理スピードと十分な信頼性を備え、映画館の運用効率を向上させます。

●独自のCineTrax(シネトラックス)運用管理サービス

上映機材の動作を遠隔からリアルタイムに監視し、障害の発生を未然に

防ぎます。万一の障害発生時には、コールセンターが1年365日、お問

い合わせに対応。機材の運用情報をお客様と共有し、迅速な問題発見と

問題解決を図ることも可能です。

◦クラウドを利用した監視システムを採用し、モバイル端末を使ってど

こからでも情報を参照できます。

◦機材の操作やログの取得を遠隔から行うことが可能です。

◦上映実績の報告や劇場の運用分析に利用したり、定期点検や消耗品購

入の計画を効率化できます。

ヒビノイマジニアリング株式会社
https://www.hibino-imagineering.co.jp/

〈会社概要〉　社名／ヒビノイマジニアリング株式会社　本社所在地／〒105-0022  東京都港区海岸2-7-70　設立／1950年9月11日 
代表者／代表取締役社長 小林 瑞夫　事業内容／ 映画上映システムの設計・施工・メンテナンス

映画を見る喜びを
生み出す、優れた
上映システムを構築。
作品の魅力を最大限に
引き出します。

ヒビノイマジニアリング株式会社は、映
画上映システムの設計と施工に60年以
上取り組んできました。鮮明な映像の
再現、リアルな音響空間の創出、そして
上映システムの安定稼働と運用効率化
を通して、映画上映ビジネスを支援し
ています。

●上映システム構築 ●保守サービス&サポート

ザ・テラスホテルズ株式会社様 シネマ Q

株式会社 IMAGICA Lab. 様  第 4 試写室中日本興業株式会社様ミッドランドスクエアシネマ 2

シネマプロジェクター シネマサーバー

TMS パワーアンプ

C 100

M 0

Y 80

K 0

R 0

G 155

B 99

運用管理サービス
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建築音響技術を中核に、放送局、レコーディン
グスタジオ、ポストプロダクションスタジオ、
ホールといった音楽創造空間からメーカーの無
響室・残響室等の研究・実験施設、さらにはオー
ディオルームや楽器練習室に至るまで、大小
様々な空間の音響設計・内装工事を手がけてい
ます。計画段階の企画から設計・施工までを一
貫して行う責任施工体制で培われた設計力、現
場管理能力、そして豊富な経験と最新技術を併
せ持つスタッフがお客様から高い信頼をいただ
き、建築音響分野
においては国内
トップクラスの
知名度と実績を
有しています。

〈会社概要〉　社名／日本音響エンジニアリング株式会社　本社所在地／〒130-0021 東京都墨田区緑1-21-10 BR両国2ビル　設立／1972年3月3日
代表者／代表取締役社長 山梨 忠志　事業内容／◦建築及び音響工事の計画・音響設計・施工管理　◦建築及び音響工事の請負　◦騒音対策コンサルティン
グ・工事　◦音響設備及び計測システムの開発・販売・保守　◦音響設備及び計測システムの賃貸借及び運営管理　◦コンサルティング・研究開発受託

建築音響で培った音響計測技術をベースに音・振
動に関するコンサルティングサービスを行って
います。目に見えない音や振動を感性だけでな
く物理量として測定・評価するほか、騒音・振動に
暴露されている居住環境や音響障害を起こして
いる空間に対して問題を改善するための調査か
ら対策案の立案まで幅広くサポートしています。
また、私たちは研究開発活動を、世の中のニー
ズの変化に応じた新しい価値創造の原動力と位
置付け積極的に取り組んでいます。そのための
設備として音響研究所には無響室（完全／半無
響可変）、大型・小型残響室、各種音響材料パラ
メーター試験装置、試聴室を備え、委託試験サー
ビスや委託研究業務などにも活用しています。
タイ・バンコクに設立したNOEアジアパシ
フィックを拠点として
活用しつつ、グローバ
ルな事業展開を推進し
ています。

目には見えない音を“可視化”する技術、物理
特性や基礎データから音響特性や音の伝播を
予測する“シミュレーション技術”、そして様々
な騒音源の中から対象となる音を探査・抽出す
る“音源探査・騒音識別技術”をコアに、自動車、
電機、設備といった製造業の音に関する研究
開発を支援するシステム製品（計測機器・ソフト
ウェア等）や航空機騒音モニタリングシステム
の開発・販売を行っています。

独自の技術と豊富な
経験であらゆる「音」の
ニーズに応える
プロフェッショナル
集団。

日本音響エンジニアリング株式会社は
「音」のプロフェッショナル集団として、
製品・サービスのご提案・設計から製作・
納品に至るまで一貫した体制で、お客
様のニーズにお応えしています。

●建築計画・音響設計・施工 ●コンサルティング・騒音対策・研究開発 ●システム製品

自動車防音材の性能評価システム

音源探査・可視化システム航空機騒音自動測定システム

NOE アジア パシフィック カンパニー リミテッド （タイ：バンコク）
https://www.noe.co.jp/   https://www.noe-ap.com/
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〈会社概要〉　社名／日本環境アメニティ株式会社　本社所在地／〒108-0074東京都港区高輪3-5-23  KDX高輪台ビル　設立／1988年2月5日
代表者／代表取締役社長 一色 伸悟  事業内容／建築音響向け防音防振工事、産業向け防音工事、鉄道・道路用防音パネル、電波・電磁波シールド工事、騒音・音響・
振動測定・コンサルタント（環境計量証明事業所）

多くの実績から得た
経験と最新技術で、
新しい時代の
快適環境を創造。

日本環境アメニティ株式会社は長年に
わたる防音・防振・音響技術をベースに、
多彩な防音・防振製品 をはじめとする各
種防音・音響・シールド工事の事前調査・
測定から設計施工までの一貫した責任
システムを構築。時代とともに高度化・
多様化するお客様の快適環境ニーズに
応えるため、新システム・新技術の開発
に意欲を燃やして取り組んでいます。

color:CMYK

C: 100%

M:  60%

Y:      0%

K:      0%

https://nea-ltd.com

劇場やホール、テレビスタジオからピアノ防音室まで、高い防振遮音性能と音
場空間を必要とされる建築物を、設計から施工まで一貫して手がけています。

産業防音には主に、防音パネルを用いた吸遮音、空気の流出入箇所に消
音ルーバーを用いた吸遮音、吸音パネルを用いた吸音、新しい技術を用
いた先端減音という4つの対策があります。日本環境アメニティでは、共
同開発にも意欲的に取り組み、複合施設やデータセンター、病院などさ
まざまな場所に自社製の防音パネルやサイレンサーが採用されています。

日々膨大な数の運搬車や乗用車が行き交う高速道路や鉄道の防音対策

にも豊富な実績を築いています。　

電磁波シールドとは、電磁波の遮

蔽を建築空間として実現するため

の技術です。電波暗室やデータセ

ンター、劇場やテレビ局スタジオ

などで、電磁波の伝搬を妨げる技

術を提供しています。

●建築音響分野 ●道路・鉄道防音分野

●電磁波シールド分野

●産業防音分野

関西大学・河井 康人教授との共同開発によ
り、次世代の先端改良型減音装置デュラカー
ム E-fX が誕生しました。エッジ効果を抑える
ことによって、優れた減音効果を発揮します。

国土交通省告示第 771 号の特定天井に対応。
日本環境アメニティと倉敷化工株式会社、トッ
プライズ株式会社、株式会社桐井製作所との
共同開発製品です。

共同開発製品

先端改良型減音装置
デュラカーム E━ X® f

高荷重用防振耐震天井システム告示対応

診断理想への一貫体制 設計 施工 測定▶︎ ▶︎ ▶︎

共同開発製品ソノシーリング タフ®

2019.07



サンオーの防音工事は累計6000件超の実績。
話題の超高層ビルや大手メーカーの工場、研
究所、さらには有名ホテルや教育機関、公共
施設、集合住宅まで、あらゆるシチュエーショ
ンで騒音問題を解決しています。

空気の振動で音が生まれ、毎秒340mの速度
で伝わります。この振動を吸音材や反射板な
どを使用したサイレンサー（消音器）で吸収、も
しくは跳ね返すことで防音効果を高めます。ど
んな現場にも適したサイレンサーを提案でき
ること。これも当社の強みです。

防音工事の前には、事前に音源や音量を測定
しなければいけません。これは非常に難しい測
定になるのですが、私たちには12000回の騒
音測定実績があります。創業より40年の間に
培ってきたノウハウや実績により本格的な騒音
測定・騒音計算ができるのです。

サンオーの強み。それは、騒音測定から対策
立案、設計、施工、データの蓄積まで、すべ
てを自社で完結できる体制を整備しているこ
とです。防音に使用する装置やパネルは自社
工場によるオリジナルなので、お客様からの要
望にもコスト面を充実させ、柔軟に対応することができるのです。今後、
騒音に関する環境改善を求めるニーズは増加していきます。新たな技術
革新にも柔軟な発想で対応すべく、またソフト面の充実を目指し、社会
貢献を実現していきます。

騒音対策上、右図の（1～３）測定から設計でのサービスを主体としてい
ます。きめ細やかな測定によるデータ管理により、お客様のさまざまな
ニーズに合わせて対策案をフレキシブルに提案することが可能です。私
たちは社会に大きく貢献しつつ、設計・製作・施
工の行程も、各エキスパートによって的確な技
術やコンサルティングを提供しています。

〈会社概要〉　社名／株式会社サンオー　本社所在地／〒130-0026　東京都墨田区両国4-37-3　設立／1989年5月　
代表／代表取締役社長 奥澤 敏雄　事業内容／◦防音工事 ◦騒音測定 ◦消音装置 ◦業務用防音室　
◦騒音対策のコンサルティング業務を主体とした防音・防振の企画・設計・製作・据付・測定　

株式会社サンオー
https://sanoh-t.com

40年の信頼と実績で
騒音環境を整備
防音・防振技術を
東京下町から世界へ。
私たちは、騒音対策に特化したコンサル
ティング業務を主体とし、創業から4０
年以上、防音・防振の企画・設計・製作・据
付・測定で実績を積み上げてきました。
事業を続けていく中で、遮音シートや制
振材、床吹出し口、遮音キャンパス等、
取り扱う商品も多様化しています。新し
いニーズに応えていくために技術・機器
を進化させ、さらなる成長を目指してい
きたいと考えています。

すべては騒音に向き合い、改善させるために…
私たちにできること

コンサルティング・サービス

事前測定から設計・施工まで
ワンストップで対応できる強みを活かして

防音工事

消音装置

騒音測定＆騒音計算
測定

設計
対策
立案

製作 施工 施工後
の測定

データ
蓄積

1

3
2
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ヒビノメディアテクニカル株式会社
https://www.media-t.co.jp/

〈会社概要〉　社名／ヒビノメディアテクニカル株式会社　本社所在地／〒135-0062　東京都江東区東雲2-9-23 6F　設立／1984年3月6日 　
代表者／代表取締役社長 中島 義人　事業内容／◦AV機器のシステムプランニング及びレンタル ◦コンベンション・イベント等に関する総合プロデュース 
◦音響・映像・出版・広告の人材サービス 

MICEのあらゆる領域に
経験とノウハウを発揮。
ご要望を遥かに超えた
「感動」を提供する
トータルプランナー。

映像・音響・ＩＴ機器のレンタル事業を
中心に、高度な運営ノウハウをイベン
トやコンベンション分野に提供してき
た当社は、2010年、「ヒビノメディア
テクニカル株式会社」への社名変更を機
にお客様のご要望に100％以上の満足
を提供するトータルプランナーとして、
活動のフィールドを広げています。

映像機器・音響機器をはじめとするプロフェッ
ショナル機器、パソコン、ネットワークシス
テムをレンタル提供。少人数の会議から大規
模イベントまで、豊富な経験と実績を持つス
タッフがご要望に応じた最適なソリューショ
ンを提案しています。

イベントに欠かせない「企画」「運営」「演出」「映
像制作」の4つの業務を1つのテーマで結びつ
け、ワンストップでサポート。MICE（Meeting・
Incentive・Convention・Exhibition）のあら
ゆる領域に、満足を超えた感動を創出してい
ます。

映像・音響・WEB・出版・広告に特化したクリ
エーター系の転職・人材派遣をサポート。雇
用する側、働く側双方のニーズを結びつける
ヒューマン・ソリューションを通して、次代の
雇用サービスの創造に挑戦しています。

医学系学会をはじめMICEにおける映像機器、
IT機器、音響機器のレンタル・システム提案・
機器オペレーターの派遣、映像収録・編集・制
作を手がける関西マーケットの拠点。確かな
技術と自由な発想で新たなイベントスタイル
を追求しています。

●EC事業部

●ジョブマーケット事業部

●プロデュース事業部

●メディアニクス大阪事業部

● 映像制作

● 音響

● Web・ゲームデザイン

● デザイン

● 出版

● 広告・イベント
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〈会社概要〉　社名／株式会社シグマ映像　本社所在地／〒235-0016　神奈川県横浜市磯子区磯子2-17-17　設立／1990年3月12日　
代表者／代表取締役社長 中島 義人　事業内容／イベント用映像システム・音響システムの企画立案、レンタル、オペレート、ヒアリングループシステムの販売

We are 
video equipment
coordinators.   

私たちシグマ映像の仕事は、映像機材
をコーディネートすることです。お客様
がイベントに来場して求めるものは何
か?シグマ映像の回答は「非日常空間の
体験」です。私たちはこの体験を具現化
するために、映像というセクションから
イベントをサポートいたします。

福祉機器営業事業部では難聴者、中途失聴者向けのヒアリングループ

システムを取り扱っています。公共のホールなどではユニバーサルデ

ザインの観点から、ヒアリングループの設置要請がますます高まって

います。福祉機器営業事業部では、さまざまなシーンで聞こえをサポー

トし、難聴者や高齢者が安心して社会参加できるようなシステムを提

供します。誰もが聞こえるやさしい街づくりが笑顔の未来につながり

ます。

映像機材・音響機材のレンタル業務だけにとどまらず、それぞれのイベ

ントに応じた機材のコーディネート、オペレーションサービスをご提

供いたします。

シグマ映像は設立以来、大型映像を得意分野としており、蓄積された

ノウハウと機材を有しています。

「イベントで大型映像を上映してみたい」こういったご要望にも、機材

のコーディネートはもちろん、映像コンテンツのご相談までワンストッ

プで対応できるトータルソリューションがシグマ映像の強みです。

●映像システム事業部 ●福祉機器営業事業部

https://www.sigma-web.co.jp/
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ループアンプ

ループアンテナ（リールドラム型）
ループアンテナ
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〈会社概要〉　社名／ヒビノエンタテインメント株式会社　本社所在地／〒108-0075　東京都港区港南3-5-14　設立／2018年5月11日　
代表者／代表取締役社長 大高 正巳　事業内容／ライブハウス運営事業を含むエンタテインメント事業統括

「感動・くつろぎ・発見」を
あらゆる場所へ、
あらゆる人へ。
エンタテインメントに
新たな可能性を。

ヒビノエンタテインメント株式会社は、
ヒビノグループのエンタテインメント事
業を統括する会社として、すべてのセ
クションの壁を越えて「コト」をつくる集
団です。ヒビノが有する「現場力」や「技
術力」を「コト軸」「コンテンツ軸」という
視点から、音楽を通して、すべての人
に、エンタテインメントの新たな価値を
提案します。

ヒビノエンタテインメント株式会社
https://www.hibino-entertainment.co.jp/

HIBINOのSTYLE提案としてのコンシューマ向けECサイト「HIBINO 

LIVE STYLE LAB」の運営、オンラインコミュニティの企画・運用、ラ

イブエンタテインメント業界向けソリューションのクラウドサービス

運営に関する事業。

ライブハウスや音楽スタジオの運営、ライブやイベントの企画制作、

音楽ソフトウェアの企画制作、販売、アーティストマネジメント、音楽

著作権管理などライブエンタテインメントに関する事業。

HIBINO LIVE STYLE LAB
音楽ライブをもっと楽しく、
音楽シーンをもっと熱くするために。
人気ブランドとのコラボレーションによる
オリジナルグッズなどを企画、発信。
ヒビノスタイルを提案するセレクトショップです。
https://livestyle.hibino.com/

ライブミュージック・フード＆バー
REAL DIVA'S
素敵な歌声が響くライブミュージック・
フード＆バー。ジャンルを問わず歌力
のある実力派アーティストたちの生演
奏が毎夜楽しめます。
https://www.realdivas.net/

ライブハウスレストラン　
ケネディハウス銀座
生演奏を聴きながら食事を楽しめるラ
イブハウス。専属バンドがロック、ポッ
プス、グループサウンズなど楽しいス
テージをお届けします。
https://www.kennedyhouse-
ginza.com/

●Live & Entertainment事業 ●Media & EC事業
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ケネディハウス銀座は、音楽を発信し、ライブの楽しさを提供する空間。

音響や映像、ライブに関するヒビノグループのノウハウとこだわり、音響

システムを体感できるアンテナショップとして機能すると同時に、広く

社会に音楽の価値を伝える空間という文化的な性格も備えています。

高音質のサウンドに身を委ねながら、お食事とお酒を楽しむ時間は、

訪れるお客様にとって日常を忘れる上質なひととき。ヒビノグループ

ならではの音響環境は、ライブを行うミュージシャンにも好評を博し

ています。

株式会社エィティスリー
https://www.kennedyhouse-ginza.com/

〈会社概要〉　社名／株式会社エィティスリー　本社所在地／〒108-0075　東京都港区港南3-5-14
店舗所在地／〒104-0061　東京都中央区銀座7-2番先コリドー通り B1F　設立／1982年11月29日　代表者／代表取締役社長 田中 祐輔
事業内容／ライブハウス「ケネディハウス銀座」の運営

ヒビノグループならではのエンターテインメント空間が
「音楽の価値」を広く社会に伝えます。

ケネディハウス銀座とは

1960年代後半に人気を博したグルー

プ・サウンズブームの代表格として多

数のヒット曲を世に送り出したザ・ワイ

ルドワンズのリーダー加瀬邦彦さんが、 

30年にわたり運営に携わった銀座の老

舗ライブハウス。「音楽の力で笑顔と

元気を」をコンセプトに、懐かしのロッ

クやポップスから最新のヒット曲まで、 

幅広い年代層のお客様を意識したライ

ブをお届けしています。 

高音質のサウンドが
溢れる上質な空間で
ヒビノグループの
音響・ライブへの
こだわりを体感。

株式会社エィティスリーは、長い歴史を
誇るライブハウス「ケネディハウス銀座」
の運営事業を通して、ヒビノグループの
新規事業の一角を担っています。ヒビノ
グループが培ってきたライブのノウハウ
や音響機器についての知見を最大限に活
用。訪れる人々に感動を提供する新たな
サービスの追求に情熱を注いでいます。

専属バンド : スーパーワンダーランド
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