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この取扱説明書は、Version 8.2 の新機能と変更点について記載しております。
本書に記載されていない機能については、最新の「EDIUS Pro 8 Topic Library」を参照してください。
• 最新の「EDIUS Pro 8 Topic Library」は、Version 8.2には対応しておりませんのでご注意ください。
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 ご注意
 f 本製品の一部または全部を無断で複製することを禁止します。
 f 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
 f 本製品は内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの点がございましたら、当社までご
連絡ください。

 f 運用した結果については、前項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
 f ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に対するいかなる請
求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。

 f 本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関して、解析、リバースエンジニアリング、
デコンパイル、ディスアッセンブリを禁じます。

 f Grass Valley、グラスバレー、GV STRATUS、K2、Aurora、Summit、Infinity、EDIUS、エディウスおよびそのロゴは、グラスバレー
株式会社の登録商標です。

 f Microsoft、Windows は米国マイクロソフト ･コーポレーションの登録商標です。
 f Intel、インテル、Xeon、Core Duo は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標
または登録商標です。

 f QuickTime および QuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。QuickTime は、米国およびその他の国々で登録さ
れた商標です。

 f Final Cut Pro、Macintosh、Apple ProRes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
 f Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Reader、Photoshop、Adobe PDF および Adobe PDF ロゴ、After Effects、Flash および Flash ロゴ、
Adobe Flash Player は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

 f Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks or Dolby 
Laboratories. Unpublished work. Copyright 2003-2012 Dolby Laboratories, Inc. and Dolby Laboratories Licensing 
Corporation. All right reserved.

 f HDV はソニー株式会社と株式会社 JVC ケンウッドの商標です。
 f XDCAM、XDCAM EX、XAVC、XAVC S、SxS はソニー株式会社の商標です。
 f GF は、株式会社 東芝の商標です。
 f HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
 f P2、AVCCAM、AVC-Intra、AVC-Ultra は、パナソニック株式会社の商標です。
 f AVCHD はパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
 f EOS はキヤノン株式会社の商標です。
 f Blu-ray は Blu-ray Disc Association の商標です。
 f SD カードは SD Association の商標です。
 f YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
 f Vimeo は、Vimeo, LLC の商標または登録商標です。
 f RED の商標、サービスマーク、商品名のロゴ、製品名は、米国およびその他の国にある Red.com, Inc. の商標または登録商標です。
 f Avid、Pro Tools、Media Composer、Avid DNxHD、Avid DNxHR は、米国における Avid Technology, Inc. またはその子会社の
商標または登録商標です。

 f AMD は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。
 f その他の商品名やそれに類するものは各社の商標または登録商標です。

 表記について
 f 本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
 f 本書で使用している画像は開発中のものであり、実際の製品とは異なる場合があります。
 f 本書はパソコンの基本的な操作を行うことができる方を対象に書かれています。特に記載の無い操作については、一般的なパソコンの操
作と同様に行ってください。

 f 本書では、EDIUS Workgroup、EDIUS Pro や EDIUS シリーズを「EDIUS」と表記します。
 f 本書では、Microsoft Ⓡ Windows Ⓡ operating system を、次のように表記しています。

 g Microsoft Ⓡ Windows Ⓡ 7 operating system は、Windows 7（Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium、
Home Basic の総称）

 g Microsoft Ⓡ Windows Ⓡ 8 operating system は、Windows 8（Enterprise、Pro、Core Edition の総称）
 g Microsoft Ⓡ Windows Ⓡ 8.1 operating system は、Windows 8.1（Enterprise、Pro、Core Edition の総称）
 g Microsoft Ⓡ Windows Ⓡ 10 operating system は、Windows 10（Enterprise、Education、Pro、Home の総称）

 f 本書内のマークと意味は、次のとおりです。

マーク 意味

2 操作するうえでポイントとなることについて説明しています。

1 その他の方法 手順の流れとは違う、他の方法で同じ操作を行う方法を説明しています。

3 ご注意 操作するうえで注意しなければならないことや、制限されることなどを説明しています。
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 警告

健康上の注意
ごくまれに、コンピューターのモニターに表示される強い光や刺激や点滅によって、一時的にてんかん・意識の喪失などが引き起こされる
場合があります。こうした経験をこれまでにされたことがない方でも、それが起こる体質をもっていることも考えられます。こうした経験を
お持ちの方や、経験をお持ちの方の血縁にあたられる方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。
3D の編集は連続作業時間が 1 時間を超えないように、その都度 10 ～15 分の休憩をとりながら作業を行ってください。疲労や不快感等
の異常を感じた場合、使用をすぐに中止してください。

著作権について
テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映像／音声をキャプチャしたデータは、動画、静止画にかかわらず個人として楽しむ以外は、著
作権法上、権利者に無断では使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても複製が制限されている場合があります。キャプチャ
したデータのご利用に対する責任は一切負いかねますのでご注意ください。
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1 章
新機能（Version8.2）
この章では、EDIUS（Version 8.2）に搭載された新機能や、変更点について説明しています。
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プライマリーカラーコレクション

プライマリーカラーコレクションでできること
Log フォーマットで撮影したクリップにカラーグレーディングを行い、明るさや色を調整できます。

［プライマリーカラーコレクション］には、各メーカーの Log フォーマットに適応したカラースペースのプロファイルがあらかじめ用意されて
います。
クリップのメタデータによって Log ファイルと認識された場合は、クリップに［プライマリーカラーコレクション］を適用するだけで、自動
的に適切なカラースペースが選ばれ、明るさや色が調整されます。
カラースペースは、手動で選ぶこともできます。
各種パラメーターを微調整することで、お好みの明るさや色に仕上げます。
“Logとは”（w6 ページ）

3ご注意
 f Log フォーマットによっては、対応していない場合があります。

Logとは
Log とは、広いダイナミックレンジを保持できる撮影フォーマットです。
Log フォーマットで撮影した映像には、カラーグレーディングが不可欠です。撮影したままの映像はコントラストが低い状態ですが、カラー
グレーディングを行うことで、広い階調幅を表現でき、見た目に近い状態を再現できます。
通常の撮影モードでは黒つぶれや白飛びを起こしやすい状況でも、Log フォーマットで撮影しておくと、画質を劣化させることなく細部を補
正できます。
“白飛びした空の雲を再現する場合”（w9 ページ）
“逆光で黒つぶれした人物の明るさを調整する場合”（w9 ページ）

［プライマリーカラーコレクション］の調整
例：
Log フォーマットで撮影された素材（S-Log 素材）の明るさや色を調整する場合

r準備
 f プロジェクト（QFHD 3840x2160 29.97p、10-bit）を新規作成する
 f ソースブラウザーで S-Log 素材のファイルを読み込んでビンに登録し、タイムラインにクリップを配置する

1) ［エフェクト］パレットのフォルダービューで、［エフェクト］のツリーをクリックする

2) ［ビデオフィルター］のツリーをクリックし、［カラーコレクション］をクリックする

ビデオフィルター

カラーコレクション

エフェクト

 f エフェクトビューに、［カラーコレクション］のエフェクトが一覧で表示されます。
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3) ［プライマリーカラーコレクション］をタイムライン上のクリップ（ビデオ部）にドラッグ＆ドロップする

Cur 00:00:00;00 In -- : -- : -- ; -- Out -- : -- : -- ; -- Dur -- : -- : -- ; -- Ttl 00:00:00;00

Untitled

00:00:00;00 00:00:05;00 00:00:10;00 00:00:15;00 00:00:20;00 00:00:25;00 00:00:30;00

XXXX XXXX
XXXX XXXX

2 V

1 VA

V
A

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

XXX XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX

 f［プライマリーカラーコレクション］を適用したクリップ（ビデオ部）には、橙色のラインが表示されます。
 f クリップが Log ファイルとして認識された場合は、自動的に適切なカラースペースが適用され、明るさや色が調整されます。カラースペー
スの適用結果は、プレビューウィンドウで確認できます。

 f 自動的にカラースペースが適用されなかった場合でも、［プライマリーカラーコレクション］ダイアログを開き、手動でカラースペースを適
用できます。カラースペースを手動で適用したり、明るさや色を微調整したりする場合は、手順 4) に進んでください。

4) ［インフォメーション］パレットを表示し、［プライマリーカラーコレクション］をダブルクリックする

インフォメーション

レイアウター
プライマリーカラーコレクション

 f［プライマリーカラーコレクション］ダイアログが表示されます。
“［プライマリーカラーコレクション］ダイアログ”（w8 ページ）

5) ［色空間］の［ソース］のリストボタンをクリックし、Logフォーマットで撮影された素材に適したカラースペー
スを選ぶ

 f カラースペースが自動的に適用された場合、この操作は必要ありません。

6) プレビューウィンドウの映像を確認しながら、パラメーターを微調整する

7) ［OK］をクリックする
 f［プライマリーカラーコレクション］ダイアログを閉じます。

2
 f［プライマリーカラーコレクション］を適用後、リアルタイム再生ができなくなった場合は、クリップを右クリックし、［選択クリップのレン
ダリング］をクリックすると、クリップ単位でレンダリングできます。
レンダリングしたクリップは、移動を行っても、レンダリング状態が維持されます。

（エフェクトを再調整したり、追加したりすると、再度レンダリングが必要です。）
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［プライマリーカラーコレクション］ダイアログ

プレビュー

プライマリーカラーコレクション
色空間

露出

ホワイトバランス

ソース

温度

リフト

ガンマ

ゲイン

サチュレーション

カーブ詳細

ハイライト

カーブ

ティント

出力

(1) ［色空間］ ［ソース］
クリップに適用するカラースペースを選びます。
［出力］
出力するときに適用するカラースペースを選びます。

(2) ［露出］ 明るさを調整します。
(3) ［ホワイトバランス］ ［温度］

色温度を調整します。
［ティント］
色合いを調整します。

(4) ［リフト］ ハイライト部分を固定し、シャドウ部分の明るさを調整します。
(5) ［ガンマ］ 中間調部分の明るさを調整します。
(6) ［ゲイン］ シャドウ部分を固定し、ハイライト部分の明るさを調整します。
(7) ［サチュレーション］ 彩度を調整します。
(8) ［カーブ］ トーンカーブで色相や彩度を調整します。

［カーブ詳細］
明度ごとに設定された［カーブ］の 5 つのポイントを、縦方向と横方向に動かし、明るさを調
整します。

(9) ［デフォルトパラメータを
セット］

各項目右側の［デフォルトパラメータをセット］をクリックすると、該当する項目のみ初期値に
戻ります。
ダイアログ下部の［デフォルトパラメータをセット］をクリックすると、すべての項目が初期値
に戻ります。

(10) プレビュー設定 他のクリップとプライマリーカラーコレクションを適用したクリップの映像を並べ、色味を比較
できます。
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(11) ［元に戻す］ 操作を元に戻します。
(12) ［やり直し］ 元に戻した操作をやり直します。

［プライマリーカラーコレクション］の適用例

白飛びした空の雲を再現する場合

風景などを撮影したとき、青い空が白一色になったり、雲や遠方の山が空と同化したりする「白飛び」を起こしてしまう場合があります。
通常撮影時は、Log 撮影時に比べてダイナミックレンジが限られています。露出が適正でない場合、ダイナミックレンジの上限からはみ出
す部分の階調が失われ、すべて白に置き換えられてしまうのが、白飛びの原因です。
このように、通常撮影では、撮影時点で光の情報を調整して記録しているため、撮影後に色調整を行っても、肉眼で見たときの質感などを
再現するのは難しい場合があります。
Log フォーマットはダイナミックレンジが広いため、通常は白として記録されてしまう範囲の光の階調も記録できます。Log 素材にカラーグ
レーディングを行うことで、白飛びしている部分の階調を戻すことができ、フィルム撮影のような見た目に近い映像を再現できます。

r調整例

1) “［プライマリーカラーコレクション］の調整”の手順 1)～ 5)の操作を行う
f“［プライマリーカラーコレクション］の調整”（w6 ページ）

2) タイムラインの［ベクトルスコープ/ウェーブフォームの表示 / 非表示］をクリックする
 f［ベクトルスコープ/ ウェーブフォーム］ダイアログを表示します。

00:00:05;00 00:00:10;00 00:00:15;00 00:00:20;00 00:00:25;00

3) ウェーブフォームを確認しながら、［プライマリーカラーコレクション］ダイアログの［ゲイン］をマイナス方向
に調整する

 f シャドウ部分を固定しながら、ハイライト部分の明るさを調整します。

4) ［カーブ］の右上から2つ目のポイントをドラッグし､ ハイライト部分の明るさを微調整する
 f ポイントにマウスカーソルを合わせると、ポイントが赤色に変わり、ポイントの位置を調整できるようになります。

カーブ

逆光で黒つぶれした人物の明るさを調整する場合

夕日や照明をバックに人物を撮影した場合、逆光で人物が黒くなってしまい、表情などが確認できない「黒つぶれ」を起こしてしまう場合が
あります。「白飛び」と同じように、通常撮影後の色調整では意図した補正ができない場合があります。
Log フォーマットで撮影した素材であれば、カラーグレーディングを行うことで、黒つぶれした部分の階調を戻して細部を復元できます。

r調整例

1) “［プライマリーカラーコレクション］の調整”の手順 1)～ 5)の操作を行う
f“［プライマリーカラーコレクション］の調整”（w6 ページ）
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2) タイムラインの［ベクトルスコープ/ウェーブフォームの表示 / 非表示］をクリックする
 f［ベクトルスコープ/ ウェーブフォーム］ダイアログを表示します。

00:00:05;00 00:00:10;00 00:00:15;00 00:00:20;00 00:00:25;00

3) ウェーブフォームを確認しながら、［プライマリーカラーコレクション］ダイアログの［リフト］をプラス方向に
調整する

 f ハイライト部分を固定しながら、シャドウ部分の明るさを調整します。

4) ［カーブ］の左下から2つ目のポイントをドラッグし､ シャドウ部分の明るさを微調整する
 f ポイントにマウスカーソルを合わせると、ポイントが赤色に変わり、ポイントの位置を調整できるようになります。

カーブ
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モーショントラッキング

動きのある被写体に追従し、ビデオフィルターを適用
従来のマスク機能を応用し、動きのある被写体の特定の部分に自動的に追従して［モザイク］などの［ビデオフィルター］のエフェクトを適
用する機能です。
複数のパスを同時にトラッキングできます。

例：
手前に近づいてくる人物の顔に［モザイク］をかける場合

1) ［エフェクト］パレットのフォルダービューで、［エフェクト］のツリーをクリックする

2) ［ビデオフィルター］をクリックする

ビデオフィルター

エフェクト

 f エフェクトビューに、［ビデオフィルター］のエフェクトが一覧で表示されます。

3) ［マスク］をタイムライン上のクリップ（ビデオ部）にドラッグ&ドロップする
 f［マスク］を適用したクリップ（ビデオ部）には、橙色のラインが表示されます。

Cur 00:00:00;00 In -- : -- : -- ; -- Out -- : -- : -- ; -- Dur -- : -- : -- ; -- Ttl 00:00:00;00

Untitled

00:00:00;00 00:00:05;00 00:00:10;00 00:00:15;00 00:00:20;00 00:00:25;00 00:00:30;00

XXXX XXXX
XXXX XXXX

2 V

1 VA

V
A

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

XXX XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX

4) ［インフォメーション］パレットを表示し、［マスク］をダブルクリックする

インフォメーション

レイアウター
マスク

 f［マスク］ダイアログが表示されます。
“［マスク］ダイアログ（モーショントラッキング）”（w13 ページ）

5) 先頭フレームにタイムラインカーソルを移動する
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6) 楕円形の描画ボタンをクリックし、人物の顔を楕円で囲む

マスク

7) ［内側］の［フィルター］にチェックを入れ、 をクリックして［モザイク］を選ぶ

内側

フィルター:

 f をクリックすると、［モザイク］の内容を設定できます。
 f ビデオフィルターの適用結果は、プレビューウィンドウで確認できます。

8) ［トラッキング］の［順方向トラッキング］をクリックする

マスク

シェイプ 1
シェイプ
トラッキング
トランスフォーム

 f 正方向にトラッキングが開始され、1フレームごとにキーフレームが設定されます。プログレスバーが表示され、解析処理の進行状況が確
認できます。

 f［マスク］ダイアログのプレビューに、アンカーの軌跡が表示されます。
 f クリップの最終フレームで、自動的にトラッキングが終了します。

マスク

シェイプ 1
シェイプ
トラッキング
トランスフォーム

9) タイムラインを再生し、映像を確認する

10) ［OK］をクリックする
 f［マスク］ダイアログを閉じます。

2
 f 設定されたキーフレームは、1フレームごとに調整できます。
 f［マスク］ダイアログのタイムスケールの表示単位は、タイムスケール設定、またはタイムラインコントローラーで調整できます。
 f 補間方法は、［固定］と［直線］の 2 種類です。
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［マスク］ダイアログ（モーショントラッキング）

内側

外側

エッジ

シェイプ 1

マスク

マスク

シェイプ 1
シェイプ
トラッキング
トランスフォーム

(1) ［トラッキング］ トラッキング方法を選び、トラッキングを開始します。
複数のパスを同時にトラッキングできます。
“複数のパスをまとめてトラッキング”（w13 ページ）

(2) ［逆方向トラッキング］ タイムラインカーソルの位置から逆方向にトラッキングし、キーフレームを設定します。
クリップの先頭フレームで、自動的にトラッキングを終了します。
［Ctrl］+［,］

(3) ［前のフレームをトラッキ
ング］

タイムラインカーソルの位置から逆方向に 1フレームをトラッキングし、キーフレームを設定し
ます。
［,］

(4) ［トラッキング設定］ ［位置］
オブジェクトの位置を追跡します。初期設定はオンです。
［拡大・縮小］
オブジェクトの大きさを追跡します。初期設定はオンです。
［回転］
オブジェクトの回転を追跡します。初期設定はオンです。

(5) ［次のフレームをトラッキ
ング］

タイムラインカーソルの位置から正方向に 1フレームをトラッキングし、キーフレームを設定し
ます。
［.］

(6) ［順方向トラッキング］ タイムラインカーソルの位置から正方向にトラッキングし、キーフレームを設定します。
クリップの最終フレームで、自動的にトラッキングを終了します。
［Ctrl］+［.］

複数のパスをまとめてトラッキング
複数のパスを選び、一度にトラッキングできます。

1) “動きのある被写体に追従し、ビデオフィルターを適用”の手順 1)～ 7)の操作を行う
f“動きのある被写体に追従し、ビデオフィルターを適用”（w11ページ）
 f 複数のパスを描画しておきます。

2) キーボードの［Shift］を押しながら複数のパスを選ぶ

3) ツールバーの［トラッキング］をクリックし、トラッキング方法をクリックする

XXXXX

 f 複数のパスのトラッキングが同時に開始され、最終フレームで自動的に終了します。
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4) タイムラインを再生し、映像を確認する

自動追従が途絶えた場合
障害物にトラッキング対象の被写体がさえぎられたり、動きの速い場面があったりすると、トラッキングが途中で停止してしまう場合があり
ます。
ここでは、自動追従が停止したフレームから自動追従が再開できるフレームまで、キーフレームを手動で設定する方法を説明します。

［逆方向トラッキング］を活用して、逆方向にトラッキングする方法などもあります。

1) “動きのある被写体に追従し、ビデオフィルターを適用”の手順 1)～ 8)の操作を行う
f“動きのある被写体に追従し、ビデオフィルターを適用”（w11ページ）
 f トラッキングが途中で停止してしまいました。自動追従が続けられない状態です。自動追従が開始できるフレームまで、手動でキーフレー
ムを設定します。

2) キーフレームを手動で設定する
 f 1フレームごとにキーフレームを設定する場合は、［次のフレームをトラッキング］をクリックします。必要に応じて、パスの位置や大きさ
を調整します。

 f お好みの位置にキーフレームを設定する場合は、設定したい位置にタイムラインカーソルを移動し、パスの位置や大きさを調整します。パ
スの編集を行うと、自動的にキーフレームが追加されます。必要に応じて、この手順を繰り返します。

 f キーフレームをまとめて削除する場合は、マウスを下方向からドラッグしてキーフレームを囲み、キーボードの［Delete］を押します。

3) 自動追従を再開する位置にタイムラインカーソルを移動し、再度［順方向トラッキング］をクリックする
 f 自動追従を再開します。

4) タイムラインを再生し、映像を確認する

5) ［OK］をクリックする
 f［マスク］ダイアログを閉じます。
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その他の新機能・変更点
EDIUS（Version 8.2）に搭載されたその他の新機能や、変更点について説明しています。

EDIUSPro8
 f Canon RAW のソースブラウザー対応とデコード対応
 f Sony RAW のソースブラウザー対応とデコード対応
 f Canon RAW と Sony RAW の GPU アクセラレーション対応
 f P2 AVC-Intra 422/AVC-Ultra 422/AVC-Intra LT/AVC-Intra LT 2K のソースブラウザー対応とデコード対応
 f XDCAM Station Ver.3.0 の外部 SSDドライブのソースブラウザー対応（CIFS 接続のみ）

GVBrowser
 f 静止画シーケンス機能
 f 重複クリップ検索機能
 f ドラフトプレビュー機能
 f Canon Log/Panasonic Log/Sony Log ファイルの各カラースペースプレビュー機能
 f Sony RAW と Canon RAW のインポート
 f GPX ファイルのインポート
 f 複数ファイル選択時のファイルサイズ表示
 f プレビュー品質の改善
 f 韓国語のサポート
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2 章
付録
この章では、サポート情報などを掲載しています。
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サポートについて

ユーザーサポート
製品ご購入後、ソフトウェアを認証された日より 90 日間のメールサポートは無償、それ以降のサポートは有償となります。
サポートはユーザー登録されているお客様を対象にご提供しております。サポートをご希望される場合は、必ずユーザー登録をお願いいたし
ます。詳しくは、当社ホームページを参照してください。
“当社ホームページについて”（w18 ページ）

個人情報の取扱いについて
当社では、原則として①ご記入いただいたお客様の個人情報は次の目的以外では使用せず、②次の目的以外で使用する場合は事前に当該サー
ビス上にてお知らせします。
当社ではご記入いただいた情報を適切に管理し、特段の事情がない限りお客様の承諾なく第三者に開示・提供することはございません。
 f ご利用の当社製品のサポートの実施
 f 当社製品の使用状況調査、製品改良、製品開発、サービス向上を目的としたアンケートの実施
（調査結果を当社のビジネスパートナーに参考資料として提供することがありますが、匿名性を確保した状態で提供します。）
 f 銀行口座やクレジットカードの正当性、有効性の確認
 f ソフトウェアのバージョンアップや新製品の案内などの情報提供
 f 懸賞企画などで当選された方やお客様への賞品の発送

お客様の個人情報の取扱いに関するご意見、お問い合わせ
http://www.grassvalley.jp/ask

製品のお問い合わせ窓口について
ご使用方法や、このマニュアルについて不明な点、疑問点などがございましたらグラスバレー株式会社テクニカルサポートまでお問い合わ
せください。
お問い合わせの前には必ず以下の内容をご準備の上、お問い合わせください。
 f ご使用になっておられる PC の名称型番
メーカー製の場合：メーカー名と型番
自作、オーダーメイドの場合：マザーボード型番、CPU、チップセット、サウンドボード、グラフィックボード

 f オペレーティングシステム（Windows など）のバージョン
 f ハードディスクの容量、メモリの容量
 f 他に取り付けられている拡張ボードのメーカー名と製品名
 f 周辺機器があればそのメーカー名と製品名
 f 他に併用している当社製品があれば製品名とバージョン番号

本製品のお問い合わせは、次の窓口にて受け付けております。

メールサポート
http://www.grassvalley.jp/ask

（回答は土日祝日、および当社指定の休日を除く翌営業日）

製品の補足情報について
各アプリケーションの「Readme.htm」には、マニュアルには記載されていない事項などが記述されている場合があります。インストール
後に必ずお読みください。
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当社ホームページについて
本製品をはじめとする当社最新情報は、ホームページにて公開しています。最新のドライバー、ユーティリティ、アプリケーション、製品マニュ
アル（オンライン形式、または PDF 形式）、FAQ などを公開していますので、当社ホームページにぜひアクセスいただき、快適なビデオ編
集環境を実現してください。
 f http://www.grassvalley.jp/
 f http://www.ediusworld.com/
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