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報道機関各位
デスクトップ録画やUst/ニコ生の録画対応『撮メモMOVIE』新発売
撮って図形を書き込んでシェアできる、新しいデスクトップ録画ソフト

製品名：撮メモMOVIE （サツメモ ムービー）
対応OS：Windows 7/Vista/XP対応

CD-ROM版／ダウンロード版 9月17日（金）新発売
株式会社メディアナビ (東京都渋谷区、牧野朗子社長)は、2010年9月17日よりWindows用ソフト『撮メモMOVIE』(仕
事HACKS!シリーズ第2弾)を発売します。パッケージ版は全国の家電量販店、ダウンロード版は各社ダウンロード販売サ
イトより発売。 標準価格はパッケージ版が7,140円(税込)、ダウンロード版が6,825円(税込)。さらに『撮メモ』(スタン
ダード版)利用者を対象に、弊社直販サイト限定で優待アップグレード販売を開始します。価格は2,100円(税込)です。

デスクトップ録画からストリーミング録画まで対応した画面キャプチャソフト
『撮メモMOVIE』は、6月に発売したスクリーンショット撮影＆管理ソフト
『撮メモ』の上位版製品です。スクリーンショットを撮影するのと同じ感覚
で、PCのデスクトップ録画や、Ustreamやニコニコ生放送などといったス
トリーミングサイトを音声付きで録画できます。
更に撮った動画に文字や図形で説明を入れたりの簡易編
集が可能。編集した動画を主要動画共有サイトにアップ
ロードする連携機能、iPad/iPhone/Android用動画の
変換機能も搭載。いままで敷居の高かったPC画面の動画
撮影や編集を簡単に実現する事で、業務をより円滑に行
なうことが出来ます。

例えばこんな時に活躍
オンラインセミナーの録画、メモに！
近年、新商品発表会やイベント、セミナー、講義などがオンラインで中継されるようになりました。直接現地に出向け
ない場合、また復習の為に再度アーカイブを視聴する場合、撮メモMOVIEで映像の好きな箇所だけ録画出来ます。

操作説明のデモビデオをTwitterやYouTubeで配信、iPadに入れて持ち歩く
操作説明をしたビデオをTwitter(TwitVideo)やYouTube、4sharedといった動画共有サービスにクリック一つでアップ
ロード公開し、他人に見せる事も出来ます。iPadなどの端末に入れて持ち歩く事も出来ます。

プログラムの誤動作を映像で記録して報告
プログラムの誤動作などを動画で撮影し報告すれば、文章で書いて説明していた時よりも円滑に作業を進めることが出来
ます。
その他の事例、詳しい機能は「別紙A」の製品詳細をご覧ください。

発売に先駆け、無料体験版配布開始
本日より発売に先駆け、無料体験版を配布開始。期間制限なしにすべての機能をお試し頂けます。
製品詳細と無料体験版のダウンロード

：

http://SatsuMemo.JP/

※体験版では、出力画像に製品の透かしロゴが入ります。Twitter送信時に「#SatsuMemo」のハッシュタグが自動付加されます。
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※メディアナビ直販サイトのみで販売

内容

CD-ROM 1枚、クイックスタートガイド1冊、ユーザ登録カード1枚、シリアルカード１枚

OS

日本語 Windows® 7/Vista/XP (32 ビット/64 ビット両対応)

ディスプレイ

1024 768 ドット、HighColor モード(32000 色)以上

CPU

1.5GHz Pentiumまたは同等クラスのプロセッサー以上

メモリ

1GB以上(長時間動画の録画には2GB以上を推奨)

出力

出力対応サービス：Evernote、Twitter（TwitPic / twitvideo）、YouTube、4shared
出力対応デバイス：iPad™、iPhone®、iPod®、Android™
出力画像形式：PNG、JPEG、GIF、TIFF、BMP
出力動画形式：MPEG4、MPEG2、WMV8

注意事項

・Windowsのユーザーアカウント制御の画面の撮影は出来ません。
・使用アプリケーションによっては撮影できない、あるいは期待した結果で撮影されない場合があります。
・PCのサウンドを録音する場合は、ステレオミキサーの利用が可能なオーディオデバイスとドライバが必
要です。
・出力対応デバイスであっても、すべての機器での動作を保障するものではありません。

その他

.Net Framework 2.0以上
録音にはステレオミキサーの利用が可能なオーディオデバイスとドライバが必要

URL

製品詳細／無料体験版：
http://SatsuMemo.JP/
パッケージ／画面イメージデータのダウンロード：
http://www.medianavi.co.jp/product/satsumemo/press.html

株式会社メディアナビについて
社名 : 株式会社メディアナビ (MEDIA NAVI,Inc.)
代表取締役:牧野 朗子
所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 1-10-9 リマージュ K 2F
TEL : 03-5467-1541 FAX : 03-5467-1780
株式会社メディアナビは、自作 CD/DVD の印刷ソフト『らくちんCDラベルメーカー』や、企業用および個人・商店用の名刺作成ソ
フト『フォト名刺倶楽部』『らくちん名刺&カード』、自作カレンダー印刷ソフト『フォトカレンダー倶楽部』をはじめとする、便利
な印刷ソフトのパッケージ製品を軸にソフトウェアの企画・開 発・販売してまいりました。複数の写真共有サイトから商用利用可能
な写真を検索ダウンロードし管理をする『らくちんフォト検索』の提供。さらにはインクジェッ トプリンタのインク使用量を減らし
て印刷コストを簡単に大幅カットするエコロジーソフトウェア、『InkSaver』(インクセーバー)により、お客様の印刷ライフをさら
に快適にする環境作りを作り上げてきました。更に 2008 年より新たに動画ジャンルとして『らくちん動画変換』シリーズ、2010年
より仕事を快適にするソフトウェア「仕事HACKS!」シリーズの提供を開始しました。

本件に関するお問い合わせ先:
○株式会社メディアナビ 広報担当:長沢(ながさわ)
TEL:03-5467-1541 FAX:03-5467-1780

E-mail:public@medianavi.co.jp

http://www.medianavi.co.jp/
「仕事HACKS™」は「撮メモ™」は商標登録出願中です。Windows®、Windows Vista®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。Evernoteは、米Evernote社の登録商標です。Twitter および Twitter ロゴ、Twitter の「T」ロゴ、Twitterの青い鳥
は、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter,Inc.の登録商標です。iPad・iPhone・ iPodはApple Inc.の商標または登録商標です。YouTubeおよび
Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。その他、記載されている商品名、社名は各社の商標および登録商標です。
(C)2010 MEDIA NAVI,Inc. All right reserved.

（別紙A）製品詳細
1. 仕事で活躍！
「仕事HACKS!」ならではの仕事活用法をご紹介します。
A. アプリケーションなどの操作手順の説明ビデオやマニュアル、資料の作成
★高品質静止画切り出し対応、動画への文字追加などの編集も簡単。
画面の操作風景を録画。更に好きなタイミング好きな位置に図形や文字を加えて、操作手順を動画で見せること
が出来ます。撮影した動画から高品質の静止画を抜き出せます。（スクリーンショットと同等のクオリティ）ま
ず作業全体を動画で録画して、あとから重要部分だけ抜き出して手順書として書き起こす事もできます。
B. ビデオチャットをボイスレコーダー感覚で録画できる
★画面を見たまま、聞いたまま録画
ビデオ会議の様子をリアルタイムに録画することが出来ます。
重要な会話だけ切り出して保存も可能です。
C. プレゼン資料のスライドショーを動画として保存
★iPadなどに書き出し可能
例えばPowerPointのスライドショーを録画すれ
ば、対応ソフトの入っていないPCや動画再生専用デ
バイスを使ってプレゼンができます。
D. 作業備忘録に一連の作業をビデオメモ
★録画設定、保存の手間いらずで高品質
例えば、海外WEBサイトでのはじめての登録作業とか、新しく導
入するアプリケーションやサーバの設定、ファイルの整理・・・
など、あとで見直して確認したいものはとりあえず録画。文字も
識別できる高画質動画で録画されますので「あれ？あのときどう
やったっけ？」なんて事もなくなります。
E. 訪問先の地図をクラウドに送る
★クリック一つで気軽に送信
訪問先の地図を撮影し、目印やアポイントの時刻や担当者などを
追記して、携帯メールやEvernoteなどに送信して出先で読ことが
できます。

2. プライベートでも大活躍！
会社でも自宅でも使えるのが「仕事HACKS!」シリーズの良い点です。例えばこんな使い方も。
A. コメント付きのWEB動画や生放送動画を録画できる
★指定時間での自動終了にも対応
Ustream、ニコニコ動画、ニコニコ生放送などを録画。画面をそのまま録画するので、臨場感あふれるコメント
付きの動画を保存出来ます。オンライン講義や基調講演などあとで見る事の出来ないストリーミング動画の録画
も出来ます。指定時間での自動終了にも対応。
B. 保存できないWEB映像も録画できる
★録画範囲も簡単指定
Flash動画やDVD映像、WEB限定配信動画などPCで再生可能な動画はほとんど録画出来ます。みたまま録画す
るので、好きなシーンだけをサクッと保存する事もできます。（動画にプロテクトがかかっている場合や、OSの
状況などによりスクリーンショットの撮影が出来ない動画は撮影することが出来ません）

C. ショッピングサイトの購入明細やIDなどの管理
★ブラウザ内のテキスト情報も一緒に保存されるので、あとから検索もできる
ショッピングサイトのWEB上に表示された明細や新規登録時のIDなど、とりあえずメモ
代わりに画面キャプチャしておきましょう。

対応サービス

動画／静止画

3. 録画した動画を編集して簡単に送れる
A. 撮影した画像をドラッグ＆ドロップで添付
★Gmailにもドラッグ添付OK(Google Chrome使用時のみ)
撮影した画像をドラッグ＆ドロップでメールやPowerPointなどに添付。動画のワンシー
ンもドラッグ＆ドロップで静止画として添付。

静止画

B. 重い動画やみんなに見せたい動画や画像はクリック一つでWEB共有
★Evernote、Twitter(TwitVideo/TwitPic)、YouTube、4shared対応
重い動画や共有したい動画や画像は、動画／画像共有サイトやオンラインストレージに
クリック一つで送信。特定の人にだけ見せたい時のパスワード付き公開にも対応。

動画

C. iPad、iPhone、iPod、Android用に変換して持ち歩く
★解像度の変更もプルダウンから選ぶだけ
iPad、iPhone、iPod、Androidにプレゼン資料を入れたり、個人用に録画した動画を見
たり使い方いろいろ。

動画

『撮メモMOVIE』と『撮メモ』の違い
撮メモ
MOVIE

撮メモ

Windows 7 (32ビット／64ビット)

○

○

Windows Vista (32ビット／64ビット)

○

○

Windows XP (32ビット／64ビット)

○

○

静止画の撮影

○

○

動画の撮影（音声付き、音声なし）

○

撮影範囲指定（デスクトップ全体、アクティブウィンドウ、指定範囲選
択）

○

○

タスクトレイ、ホットキー（ショートカット）から素早く撮影

○

○

タイマーによるカウントダウン、連続キャプチャ

○

○

タイマーによる録画の自動終了

○

撮影時にマウスカーソルを含める設定

○

動画の撮影フレーム数設定（滑らかさ）※秒速15〜60枚

○

文字図形ツール（文字 / 記号（連番） / 矢印 / 四角・楕円 / 直線）

○

○

マスキング（モザイク）処理

○

○

動画の特定位置に文字図形ツール、マスキングの追加

○

機能
対応OS

撮影機能

編集機能

出力範囲の設定（動画や画像のトリミング）

○

動画のカット編集（動画出力時間の範囲設定）

○

スナップショット（撮影動画から高画質画像切り出し）

○

撮影動画や画像のサムネイル、リストビュー表示

○

○

キャプチャ情報の保存（サイズ、日時、アプリケーション名、URLな
ど）
テキスト内容の保存

○

○

○

○

キーワード検索、ソート

○

○

キャプチャ元URLを開く(IEのみ)

○

○

クリップボードコピー

○

○

ドラッグ＆ドロップ保存

○

○

メール送信

○

○

静止画の保存

○

○

動画の保存

○

動画のエンコード方法指定（出力サイズ、FPS、ビットレート指定）

○

iPad / iPhone / iPod / Android対応の動画作成

○

出力対応サー
ビス

静止画：Evernote / Twitter(twitpic)

○

動画：Twitter(twitvideo) / YouTube / 4shared

○

出力画像形式

静止画：PNG / JPEG / GIF / TIFF / BMP

○

動画：MPEG4 / MPEG2 / WMV8

○

動画や画像の
管理

動画や画像の
出力

標準価格

○

○

○

パッケージ

7,140円

5,040円

ダウンロード

6,825円

4,725円

(C)2010 MEDIA NAVI,Inc. All right reserved.

別紙B）仕事HACKSについて

仕事HACKS! とは
『仕事HACKS!』とは、「仕事効率UP」や「業務改善」、「快適なお仕事」をお手伝いするソフト
ウェアのシリーズです。PCやスマ ートフォンなどを使って、日々の業務を支援するソフトウェアを
提供します。
『仕事HACKS!』は「企業内個人」のユーザを対象としています。
近年、仕事でのメールのやりとりの数や重要度も高まっています。情報が紙から電子媒体へと変化を
し始め、情報ソースや情報量も日に日に増えています。スマートフォンの登場により、家またはオフィスだけでしか得られなかった情
報が、出先でも得られるようになりました。
そのような変化によって「限られた時間で、いかに情報を整理し効率よく仕事を運ぶ事が出来るか？」が重要視される時代が来てい
ます。『仕事HACKS!』シリーズは、仕事を改善するツールの提供によってビジネスシーンで活躍する方のニーズにお応えします。

仕事HACKS!シリーズの製品

撮メモ (for Windows)
コンセプトは「撮って、書き込んで、送る！」
PCの画面をサクサク撮影し、文字や図形を書き込んで、メール送信やオフィスソフトに貼り付け
ることができます。しかも操作は簡単！
オフィス文書、マニュアルやプレゼン資料作成、気になるWEBページのスクラップなど、様々な
シーンで活躍できる画期的なスクリーンショット撮影ツールです。
製品の詳細はこちらをご覧下さい。

撮メモMOVIE (for Windows)
録画もできる画面キャプチャソフト！
撮メモの機能はそのままに、動画録画機能を追加しました。
PCのデスクトップ録画や、Ustreamなどのストリーミングサイトを音声付きで録画できます。
更に、文字や図形の追加、静止画を切り出しなど、動画の簡易編集が可能。
Evernote、Twitter、YouTube、4shared対応なので、動画を特定の人と共有できます。
操作説明やマニュアル、プレゼンの資料作成など、ビジネスシーンで大活躍！
製品の詳細はこちらをご覧下さい。

仕事HACKS!の今後
仕事を改善するツールの提供を予定しています。
自己管理、情報整理、アイデア整理など業務を解決する為のソフトウェア、更にPCソフトのみならず、クラウドを使ってiPhone、
iPad、AndroidなどのスマートフォンおよびタブレットなどをPCと連携するソリューションを提供していく考えです。
http://www.medianavi.co.jp/product/shigotohacks/
(C)2010 MEDIA NAVI,Inc. All right reserved.

