PC ソフト

ビデオ変換ソフト

News Release

2010 年 4 月吉日

報道関係者各位

株式会社アスク

ビデオにたまった思い出の映像、まだ再生できますか？

『VHStoDVD 5.0 Deluxe』
2010 年 4 月 23 日（金）発売
株式会社アスク（本社：東京都新宿区下宮比町 2-6 代表取締役社長：天谷修身）は、VHS などのアナログビデ
オテープから DVD や Blu-ray ディスクへ簡単にダビングできる『VHStoDVD 5.0 Deluxe』を 2010 年 4 月 23 日
（金）に発売致します。

【製品概要】
子供の成長を記録したビデオ、旅行先で撮ったビデオ、テレビ番組の録画ビデオ・・・棚や押し入れにしまいっぱなし
ではありませんか？ほうっているうちにテープにカビが生えたり、テープに傷がついてしまったり、たとえ保存状態が良
くても家にあるデッキが壊れてしまったら、その映像は二度と再生できなくなってしまいます。
また、アナログビデオテープは、再生すればするほど画質が劣化してしまいます。
『VHStoDVD 5.0 Deluxe』は、お手持ちのアナログビデオテープ（VHS、ベータ、Hi-8、miniDV 等）をデジタルデータに
変換し、簡単に DVD や Blu-ray に保存できるソフトです。
DVD や Blu-ray に記録しておけば、いつでも手軽に再生できて、長期の保存も安心。画質の劣化を気にする心配もな
くなり、大切な思い出がいつまでも鮮明に残ります。

【用途】
●ビデオテープがたくさんあって、置き場に困っている・・・
→ビデオ 1 本（２時間）が DVD１枚に。コンパクトになるので、もう収納場所にも困りません。
●今使っている再生機器が壊れたらどうしよう・・・
→ビデオデッキは次々と生産終了に。再生環境が整っているうちに、デジタル化しておきましょう。
●思い出の映像を手軽に持ち歩いて楽しみたい！
→iPod や iPhone、PSP で再生可能な動画形式での出力に対応。いつでもどこでも持ち歩くことができます。
【特長】
●ビデオボックス同梱＆シンプルなインターフェースで、初心者でも安心＆簡単
●選べる２種類の操作モード
●Blu-ray 対応
●多彩な出力対応フォーマット
●オーディオレコーダーを搭載

製品の特長
■ビデオボックス同梱
USB ケーブルで接続できるビデオボックスを同梱。パソコンにソフトをイン
ストールして、ビデオボックスをパソコンにつなげば、すぐにビデオのデジ
タルデータ化にとりかかることができます。

■選べる２種類の操作モード
○ワンタッチモードでお手軽変換
ホームビデオから DVD へのダビングが、わずか数クリックで実現！
画面の指示に従うだけで、初心者の方でも安心して DVD や Blu-ray ディスクへダビングできます。

○アドバンスモードでこだわり編集
不要な映像を切り取ったり、タイトル画面を付けたり、つなぎ目に場面転換エフェクトをかけたりといった編集を施しなが
ら、自分だけのオリジナルムービーが作れます。
キャプチャ機能

録画音量調整

映像編集機能

24 種の場面転換効果
17 種の視覚効果
BGM/テキスト/静止画像の挿入
イントロ/エンディングタイトルの挿入

映像補正機能

明度/彩度/コントラスト調整

DVD ディスク

チャプター設定（自動/手動）

オプション

モーションメニュー設定

■Blu-ray 対応
DVD に代わる記録媒体として急速に普及が進む Blu-ray ディスクへの書き込みに対応。
Blu-ray に焼くために同梱の別ソフトを使用する必要がある類似ソフトが多いなか、『VHStoDVD 5.0 Deluxe』は DVD と
同じ操作で Blu-ray ディスクの作成ができます。

■多彩な出力フォーマット
ビデオテープから取り込んだ映像は、ディスクへダビングできるほか、PSP や iPod 用に変換して手軽に持ち出したり、
YouTube にアップロードしてお友達と共有することも可能です。映像の楽しみ方が広がります。
ディスク書き込み

DVD ビデオ、ビデオ CD、スーパービデオ CD、LongDVD、Blu-ray ディスク（SD/HD）

ビデオファイル出力

MPEG-2、WMV、M2TS（ハイビジョン動画出力）、MP4（iPod/iPhone/PSP）、AVC（PSP）

Web 公開

YouTube アップロード（公開）機能

■オーディオレコーダー搭載
アナログ音源の録音と音楽 CD/MP3 CD 作成機能を搭載。カセットテープや LP レコードの音声をパソコンで録音し、
音楽 CD を作成することが可能です。

商品情報
■発売日

2010 年 4 月 23 日（金）

■製品情報

http://ask-ware.jp

■製品構成

MY-VIDBOX（本体）、USB ケーブル、インストール CD、基本操作ガイド、ライセンスカード

（2010 年 4 月 19 日より製品紹介サイトを掲載予定）

■製品仕様
型番

HT VIDBOX

インターフェース

USB2.0

入力端子

S-ビデオ（miniDIN 4 ピン）、コンポジットビデオ（RCA）、オーディオ
L/R（RCA）

入力フォーマット

NTSC/PAL/SECAM

動画キャプチャ解像度

NTSC

720×480/640×680/320×240

PAL

720×576/640×680/352×288

電源

USB バスパワー

最大消費電力

2W

本体寸法

W88×D60×H21.4mm（コネクタ等含まず）

重量

63g（本体のみ）

ビデオボックスは、ご購入日より 1 年間の製品保証期間があります。

動作環境
●対応 OS：Windows 7*/Windows Vista*/Windows XP(SP2/3)

*32/64 ビット対応

●CPU：Intel Pentium 4 2.0GHz 以上、または Pentium D、Pentium M 1.3GHz 以上必須
※Pentium Core 2 Duo または同等の機能を持つ製品、または AMD Athlon 64 プロセッサを推奨
※HD 編集時は、Intel Pentium 4 3GHz （ハイパースレッディング搭載）、または Dual Core 1.3GHz 以上推奨
●メモリ：XP の場合 512MB 以上、Windows7/Windows Vista の場合 1GB 以上必須
※XP の場合でも 1GB 以上推奨
●HDD：インストール時 700MB 以上、DVD 作成時 10GB、Blu-ray 作成時 25GB 以上の空き容量必須

●モニタ：画像解像度 1024×768 以上、VRAM 16MB 以上必須
●ディスクドライブ：記録型 CD/DVD/Blu-ray メディアへの書き込みに対応したドライブ
●その他：DirectX 9.0 以上/Windows Media Player 6.4 以上/ビデオボックスの接続に USB2.0 ポートが必要です/コンポジットケーブルが
別途必要です/HDV カメラの接続に IEEE1394 ポートが必要です

お客様 お問い合わせ先
■アスクカスタマーサポートセンター
ご購入前相談窓口： http://ask-ware.jp

報道関係者様 お問い合わせ先
■株式会社アスク ソフトウェア事業部
Tel 03-3267-6808

e-mail pr@ask-digital.co.jp

評価版をご希望の場合はご連絡ください。
------------------------------------------------------------------------------------------------※Windows、Windows Vista、及び Office 製品（Word、Excel、PowerPoint）は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお
ける登録商標、または商標です。
※記載された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です

