プレスリリース 2017 年 7 月 7 日

結婚式情報サイト『マイナビウエディング』が監修！

「Corel® VideoStudio® Pro for Wedding Produced by マイナビウエディング」

発売のお知らせ

コーレル株式会社（本社：東京都港区、会長：堺 和夫）は、VideoStudio® Pro にウエディング用のテンプレー
トを同梱したエディション「Corel® VideoStudio® Pro for Wedding Produced by マイナビウエディング」を
2017 年 7 月 7 日（金）に発売いたします。

VideoStudio Pro 本体と合計 15 本の Wedding テンプレートを収録
本製品には、VideoStudio Pro に、合計 15 本の Wedding テンプレートを収録しています。 テンプレートは
VideoStudio のライブラリから参照して、ドラッグ＆ドロップ操作で簡単に編集することができます。すでに発
売の VideoStudio Pro に対してビデオ編集機能に差分はなく、ビデオ編集も自在にこなすことができます。

大切な一日をすてきに演出する 15 本のテンプレート
・テンプレートのタイプは 3 種類
オープニング、プロフィールビデオ、エンドロールといった、3 種類のテンプレートが収録されています。
- オープニング：
披露宴で新郎新婦入場の直前に流す 1 分程度のムービーです。結婚式準備中
のメイキングの様子などで結婚式へのワクワク感を高めたり、ゲストへスマ
ートにご挨拶できます。
- プロフィールビデオ：
新郎新婦の生い立ちと、ふたりのなれそめを紹介するムービーです。それぞ
れの誕生からふたりの現在までのストーリーを 5 分程度にまとめられる構成
になっています。
- エンドロール：
新郎新婦が退場し、ゲストのお見送りの準備をするまでに上映するムービー
です。映画のようなエンドロールと、披露宴を締めくくる言葉でゲストへの
感謝などを伝えられます。

・5 つのテンプレートデザインテーマ
3 種類のテンプレートごとに、各 5 つのデザインが用意されています。

ナチュラル：白とグリーンを基調としたボタニカルな

カジュアル：カラフルな写真やフォトプロップスを

デザインの、落ち着いたテンプレート

使った、にぎやかなテンプレート

リゾート：海にちなんだイラスト

上質：シャンデリアなどを使った

和：和紙のような背景や、和風の

やビーチの写真を使ったゆったり

ラグジュアリーで上品な演出の

オブジェクトを使った華やかな

したテンプレート

テンプレート

テンプレート

2 冊のオリジナルハンドブックが付属
収録テンプレートの使い方や、編集のポイントなどを丁寧に紹介した、
16 ページ フルカラーの Wedding テンプレートガイドと、
VideoStudio Pro
本体の操作方法を解説したハンドブック(56 ページ)が付属するので、初め
てでも安心してご利用いただけます。

動画編集ソフト本体には VideoStudio Pro を搭載
プログラム本体は VideoStudio Pro だから、
本格的な動画編集ソフトならではのこだわり編集も思いのままです。
●明るさや色味もパワフルに補正
●スマホで撮った動画も簡単に組み込み
●ビデオのベストショットを静止画で保存
●ライブラリ機能で素材の管理もらくらく
クリエイティブな機能が詰まった VideoStudio Pro で、結婚式が終わっても、思い出のムービー編集をお楽しみ
いただけます。

VideoStudio Pro 本体の製品情報はこちら：http://www.corel.jp/vs

テンプレートを監修した『マイナビウエディング』について
『マイナビウエディング』は、“ふたりらしい結婚式”のために、ユーザーの視点にこだわった結婚式情報サイト。
結婚式準備のノウハウはもちろん、ふたりだけの理想の結婚式を実現するための式場プラン情報・ブライダルフ
ェア情報から、婚約指輪や結婚指輪、ドレスの選び方、披露宴・パーティー会場情報など、知りたい情報に最短
でたどり着ける工夫が詰まっています。限定プランや応援キャンペーンも充実しています。

マイナビウエディング：http://wedding.mynavi.jp

システム要件
●インストール、ユーザー登録、プログラムのアップデートにはインターネット接続が必要です。 製品の使用にはユーザー登録が
必要です。
●Windows 10、Windows 8、Windows 7 （64 ビット OS を強く推奨）
●Intel Core i3 または AMD A4 3.0 GHz 以上
・AVCHD および Intel Quick Sync Video の利用には Intel Core i5 または i7 以上が必要
・Ultra HD、マルチカメラ、または 360°ビデオ編集には、Intel Core i7 または AMD Athlon A10 以上が必要
●4 GB 以上の RAM（Ultra HD、マルチカメラ、または 360°ビデオ編集には 8GB 以上を強く推奨）
●ハードウェアデコーディングアクセラレーションには最低 256 MB の VRAM が必要（512 MB 以上を推奨）
●HEVC（H.265）のサポートには Windows 10 および 対応の PC ハードウェアまたはグラフィックカードが必要
●1024x768 ピクセル以上の画面解像度
●Windows 対応サウンドカード
●プログラムインストールのために 6 GB 以上のハードディスク空き容量
周辺機器・デバイス
●DVD / AVCHD ディスク を作成するには、DVD 書き込みドライブが必要
入出力対応機器
●DV、HDV 、Digital8 ビデオカメラもしくはビデオデッキ、および IEEE1394 / FireWire ポート（いずれも利用する OS に
対応していること)
●アナログビデオカメラ（対応アナログキャプチャカードが必要）
●USB 映像取り込み機器、PC 用カメラ、Web カメラ
●AVCHD や他のファイルベースのビデオカメラ、デジタルカメラ、モバイル機器、デジタルディスクからのインポート
Blu-ray Disc サポート
●Blu-ray Disc（読み込み／書き出し）をご利用いただくには、別売りプラグインの購入が必要
●Blu-ray Disc の 読み込み／書き込み には、対応のドライブが必要
※Blu-ray プラグインや対応ファイルフォーマットなど、システム要件の詳細は製品ページをご確認ください

製品構成
製品構成は次の通りです：
パッケージ版 (POSA)
商品名

参考標準価格(税抜)

Corel VideoStudio Pro for Wedding Produced by マイナビウエディング POSA 版

\9,800

【付属プログラム / コンテンツ】 ●Corel VideoStudio Pro ●Wedding テンプレート(オープニング…5 種類、
プロフィールビデオ…5 種類、エンドロール…5 種類)【同梱物】●オリジナルハンドブック（VideoStudio 操作
ガイド）56 ページ ●オリジナルハンドブック（Wedding テンプレートガイド）16 ページ ●POSA カード
※本製品にインストールディスクは同梱されておりません。本製品を使用するためには、プログラムおよびテン
プレートをインターネット経由でダウンロードする必要があります
ダウンロード版
商品名

参考標準価格(税抜)

Corel VideoStudio Pro for Wedding Produced by マイナビウエディング ダウンロード版

\8,800

製品情報掲載用 URL：http://www.corel.jp/wd

関連情報
【コーレルについて】
Corel は、業界で最も知名度の高いグラフィック、生産性、デジタル メディアに関する製品を複数供給している
世界のトップに位置するソフトウェア企業の一社です。長年にわたり、革新的で信頼性が高く簡単に使いこなす
ことができ、生産性を格段に向上させる製品を提供すると評価されています。ソフトウェアの技術革新、デザイ
ン、価値を提供するとして高く評価され、業界から何百もの賞を受賞しています。
Corel の製品ラインアップには、CorelDRAW® Graphics Suite、Corel® Painter®、Corel® PaintShop® Pro、Corel®
VideoStudio®、Corel® WordPerfect® Office、MindManager®、Pinnacle Studio™、ReviverSoft®、Roxio Creator®、
Roxio® Toast™、WinZip があります。
＜掲載用連絡先＞
コーレル株式会社
URL： http://www.corel.jp/
＜プレスからのお問い合わせ＞
コーレル株式会社 〒105-0004 東京都港区新橋 4-21-3 新橋東急ビル 2 階
広報用メール：jp_press@corel.com
記載されている製品名・会社名・サービス名・ロゴは、各社の登録商標または商標です。

