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映像アーカイブ事業の開始に関するお知らせ 
 

 総合商研株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役会長：加藤 優）は、この度、東北新社

グループのナショナル物産株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林田 洋）と共同で、

映像アーカイブサービス「バリュー･アーカイブ」を開始いたしましたので、お知らせいたしま

す。 

  

１．サービスの概要 

 サービス開始日：平成 29 年 4月 1日 

 サービス内容：価値ある映像資産を、より安全に、次世代へ残していくために、VHSや 8mmビ

デオなど様々な規格の映像をデジタル変換し、データ保管するサービスです。「古い映像が再生

できない」、「映像の保管場所がない」、「次世代に残せない」という課題を、最新技術による安全・

確実なバックアップで解決するものです。 

 さらに、預けた映像を WEB上で常時確認できることから、関係者の証言により古い記録映像の

背景解明も期待できます。映像資産に新たな価値を加える「バリュー」アーカイブの誕生です。 

 併せて本サービスは、アナログ媒体のみならず、ハードディスクをはじめとする大容量データ

の長期保管にも対応。古い歴史を持つ学校・自治体から、データ保管のアウトソーシングをご検

討の企業まで、映像の保管・活用に関する幅広いニーズにお応えします。 

 

２．当社業績に与える影響 

 本サービスが当社業績に与える影響は、軽微であります。 

 

３．参考資料 

コンテンツの詳細は別紙をご覧ください。 

 

【サービスフロー】 映像のデジタル化・マスターデータの倉庫保管・web閲覧がポイント。 

 



 

４．ナショナル物産株式会社（ビデオ・グラフ事業部）概要  ※東北新社グループ 

事業部所在地：〒106-0044 東京都港区東麻布 3-3-1アイザック東麻布ビル 3F 

  代表者   ：代表取締役社長 林田 洋 

  設立    ：昭和 36 年 5月 18日 

  事業内容  ：放送・業務用メディア、民生用メディア販売、 

         DVDプレス・デュプリケーション、各種ビデオプリント、 

         放送・業務用 AV機器販売 

  ホームページ：http://www.vgi.jp/ 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

総合商研株式会社  

東京支社 バリュー･アーカイブ事業部 

電 話:03-5540-6951 FAX：03-5540-6950 

e-mail：archive@shouken.co.jp 

 

 

以 上 

http://www.vgi.jp/
mailto:archive@shouken.co.jp


ご参考 主要な再生デッキの
サポート終了時期

ご参考 ディスク保管の主な
リスク

■VHS、S-VHS

Value

倉庫で長期保管

webで閲覧

Archive

（終了）

■HDCAM 2023年3月
■HDV 2016年3月終了
■DβCAM 2016年3月終了
■DVCAM 2017年3月

■ベータマックス （終了）
■Hi-8/8mmビデオ （終了）
■mini DV （終了）

■４年目以降のハードディスクの破損
　率は11%以上と言われます。多量の
　データが一瞬で消滅する恐れも。

■DVD/Blu-Ray等でも傷は致命傷。
　破損に弱い特徴は共通です。

■ハードディスクより遥かに小さいDVD
　等のディスク容量。書き出しに数十枚
　必要になることも珍しくありません。

※BACKBLAZE調べ

映像を デジタルデータ化 し、
「長期保管」と「web閲覧」を両立させるサービスです。
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「バリュー アーカイブ」

リスク！
こんな

リスク！
こんな

2023年
主力映像規格のメンテナンスが 

すべて終了します。
民間用

放送用（プロ仕様）

特徴は安全・便利・コストメリット。その理由は？

見られなくなる！？
30年前の映像が 昨日撮った動画が

一瞬で消える！？

デジタル化の進展に伴いビデオ映像の規格
は急激に変化しています。民間用の主力規
格はすべて終了。プロ規格でさえ次々に再
生デッキのメンテナンスが終了しつつあり、
古い映像記録の再生・保管はどんどん困難
になっていきます。企業や地域の貴重な映像
をどう守るかが課題となっています。

大容量データの時代
ハードディスク等での保管は 

破損の恐れがあります。

ハードディスク容量が年々サイズアップする
現在、破損時の影響はより深刻です。一方で
DVDやBlu-Ray等、保管用ディスクの容量は
変わらないため、便利になるほどリスクが高
まるのが現状。大容量時代の今だからこそ、
データを安全に・高クオリティ・低コストで
長期保管できるサービスが求められています。

破損によるデータの消失

面倒なディスク書き出し



お持ちの映像
（媒体／データ）

安全に保管した
映像をwebで
閲覧・管理

（web IDで視聴可能に）

マスターデータを作成

web用データを登録
マスターデータを記録・保管

※バリュー アーカイブの対象は、第三者の権利に抵触しないオリジナルの映像に限ります。

web用
データ作成

サーバーに
データを登録

アーカイブ後の媒体は
ご返却します

（廃棄も可能です）

webイメージ

マスターデータの
コピーもwebで
申し込めます

銀行等で使われる
世界標準のテープを使用

①映像をデジタル化し　②データ倉庫に保管　③内容をwebで閲覧・管理できるサービスです。

デジタルデータの高品質に加え、こんなメリットが。

銀行の顧客データの記録に使われる高密度テープで保管。サーバーの
ダウン等でデータが失われる恐れがない、信頼度の高いシステムです。

■サービス概要

■サービスの特徴

次世代に残したい “資産”活用の一助として、
映像記録のアーカイブ化をご検討ください。

安　全
大容量のマスターデータは、クラウドサービス等ではダウンロードにも
多大な時間が。当サービスはweb用データでストレスなく内容を確認
できます。また、視聴に必要な IDは無制限で発行可能です。

便　利

テープメディアは容量あたりの単価が安く、自前で同程度のシステムを
組むよりリーズナブル。クラウド等と比べても単価の安さは明らかです。コストメリット

写真提供／浦河町立郷土博物館
（○印）

お 客 様 総 合 商 研

“映像資産”の活用が
注目を浴びています。
“映像資産”の活用が
注目を浴びています。

古記録映像を

新たな
観光資産に

土地の記録が

世界中に
シェアしたい

まちの歴史を

学校の
教育資料に博物館の

目玉に

貴重な資料映像を

○

○

お引き取り

webで視聴

媒体に記録①デジタル 変換 ③データ 保管

②デジタル 登録

オリジナル映像に忠実なデジタル
マスターを作成。デジタルデータは
劣化しにくく長期保管に適しています。

デジタル映像から、web閲覧用
の軽いデータ（proxyデータ）を
作成。管理用のweb IDで24時間
視聴できます。

高密度テープに記録し、厳重な管理
がなされた国内倉庫で保管。
必要に応じマスターデータのコピー
～送付も迅速に承ります。

デジタル化
システム

web
サーバー



VHS/S-VHS

変換費は
VHSと同一金額です

¥5,500 ¥8,000

¥10,000

30分以下
15GB 30GB

45GB 60GB

～60分

～90分 ～120分
¥12,000

アナログ媒体（テープ／フィルム類）
デジタルデータ（ハードディスク／DVD等）

媒体ごとに料金が変わります。

アナログ媒体は「種類・収録時間」、デジタルデータは、媒体に収められた、「ファイル毎の収録時間」で料金が変わります。

データサイズの目安と変換費

※記載のデータサイズは放送用クオリティを想定
　（民生用はより軽いデータとなります）

ベータマックス

¥4,500 ¥5,500

¥8,000

30分以下
15GB 30GB

45GB 60GB

～60分

～90分 ～120分
¥10,500

データサイズの目安と変換費

Hi-8/8mmビデオ

¥5,500 ¥8,000

¥10,000

30分以下
15GB 30GB

45GB 60GB

～60分

～90分 ～120分
¥12,000

データサイズの目安と変換費

mini DV ハードディスク/DVD/Blu-ray　等

¥5,500 ¥8,000

¥10,000

30分以下
15GB 30GB

45GB 60GB

～60分

～90分 ～120分
¥12,000

データサイズの目安と変換費

ファイル毎の
変換費となります

◎下記掲載以外の多彩な媒体にも対応しています。

アナログ媒体からのデジタル変換費 デジタルデータの変換費

媒体内の 各ファイル毎の料金 となります

デジタル変換後のデータサイズに応じた一律料金です。

デジタル登録費 一　律　単　価 ¥10,000／ TB当り 1TB = 1,024GB

※表示価格に消費税は
　含まれておりません。 まずはお電話でご相談ください。

担当者がご訪問し、概算のお見積りをお出しします。正式ご発注後、状態を確認して最終のお見積りをご提出します。

（一例）

■費用の目安

デジタル 変換費

デジタル 登録費
●web閲覧画面（proxy画像）を作成・登録
アナログ媒体／デジタルデータともに必要
になります。

●アナログ媒体の場合
元の映像に忠実にデジタル化

様々な種類のデータを登録用ファイル形式に
変換

●デジタルデータの場合

初 期 費 用

データの保管費用は、「月額1GB当り2円」の一律料金です。

データ保管費 一　律　単　価 ¥2／GB当り 基準保管料（最低料金） : ¥2,000／月
お預かりデータサイズ1,000GB未満のお客様のみ上記金額が適応となります。

一例：1TB＝1,024GB は、60 分の VHS テープで約 34 本の登録費になります

コピーした映像データは宅配でお届け。

保管したデータはご使用時にはweb上からコピーを申し込めます。

データコピー費 一　律　単　価 ¥15／GB当り 配送用のハードディスクにコピーしてお届け
※お申し込み日から中１～２営業日程度のお時間をいただきます

web上のデータ視聴／管理費用は、すべて「データ保管費」に含まれます。視聴に必要なweb IDは無料で何回でも発行可能です。
●デジタルマスターデータの倉庫への
　保管費用
web IDによるアーカイブ管理費を
含みます

管 理 費 用

データ保管費
データ

デジタル 変換費

デジタル 登録費

保管費



業務のフロー

訪問お打合せ 概算見積り 本見積り提示ご発注
お客様

電話・メール等
でのご依頼

デジタル化

訪問・整理
リスト作成
引き取り

web ID送付

※媒体の精査
  （破損等の確認）

概算見積りまでは無料…ご発注～メディア引き取り後、本見積りをご提示します。

☎03-5540-6951
総合商研株式会社 
バリュー・アーカイブ事業部

メールでのお問い合わせは までarch ive@shouken .co . jp
受付時間：午前9時～午後5時まで（平日） 　休 業 日：土日・祝日・年末年始

地方創生事業をすすめる「総合商研」と、日本を代表する総合映像プロダクション 東北新社グループのナショナル物産
株式会社「ビデオ・グラフ事業部」。地域コンテンツを見出す“眼”と、画像のプロフェッショナルの“技”で、お客様の
大切なデータを再生・活用可能にします。

営業窓口、および写真／図面／絵画／工芸作品の V-archiveは、
営業・制作・生産の社内一貫体制 を持つ総合商研株式会社が担当

映像／動画は、映像管理を専門とするナショナル物産株式会社
ビデオ・グラフ事業部が担当

提供会社情報

再生デッキの台数減に伴い、アーカイブ料金の変動（上昇）が予想されます。お早めのご検討をおすすめします。

お問い合わせ先

①デジタル 変換費
イニシャルコスト イニシャルコスト

ランニングコスト ランニングコスト

経費シミュレーション

※掲載以外の映像媒体、画像（銀塩写真／フィルム等）、図面等の バリュー・アーカイブも可能です。　

切れたテープ／フィルム等を補修いたします。破損状況により受けかねますのでご了承ください。●元映像メディアの補修
お預かりしたメディアの返却が不要な場合、当方にて廃棄処分いたします。
（廃棄証明書を発行いたします）。

●元映像メディアの廃棄サービス承ります
データが消えてしまったり読めなくなってしまったHDDなどのデータを復旧いたします。●データ復旧

【仕様】
■媒体…VHS（60分）×100本
■データサイズ
　…約30GB×100本
  　 ＝3,000GB（約３TB） 
※正確には2.9TB(便宜上、3TBでご説明）

※正確には1.46TB(便宜上、1.5TBでご説明）

※

【仕様】
■媒体…ハードディスク
■収録映像…各60分・30GB
　　　　　　 ×50ファイル
■データサイズ
　…30GB×50本
  　 ＝1,500GB（約1.5TB） 

8,000円×100本　=800千円

②デジタル 登録費 10,000円×3TB 　 =30千円

③データ 保管費 2円×3,000GB =6千円/月

830千円 420千円

（＝72千円／年）

（税抜）

（税抜）

（税抜）
（10千円単位）（10千円単位）

（税抜）

①デジタル 変換費 8,000円×50ファイル　=400千円
※VHSと同じ時間（尺）の価格となります

②デジタル 登録費 10,000円×1.5TB 　 =20千円

③データ 保管費 2円×1,500GB  =3千円/月
（＝36千円／年）

事例①：VHSビデオ（60分）100本の場合 事例②：ハードディスク1台　映像50本・計1.5TBの場合

合計 合計

※記載のデータサイズは放送用クオリティを想定（民間用の場合は、より軽いデータとなります） ※表示価格に消費税は含まれておりません。

東北新社グループ
ナショナル物産株式会社
ビデオ・グラフ事業部

お打ち合せの際は、予め対象となる映像
（媒体）のリストをご用意いただけますと
全体の経費等がより明確になります。

媒体お預かり後、web ID送付
まで約１ヶ月程度かかります

お預かりした映像の
データサイズが大き
い場合、web上でご
確認可能になるまで
時間がかかる場合が
ございます。

hint! データ保管デジタル
マスター
作成

web
サーバー
登録
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