
バージョン⽐較
メディアの管理

NXT 8 NXT Pro 8

使いやすいユーザー インターフェース
写真やビデオ、オーディオ、データを管理するのに必要なツールすべてを搭載しました。
かんたんにメディアを書き込み、コピー、取り込み、編集、変換、共有できます。

⼀新されて、より直感的になり、便利で使いやすくなった UI をお楽しみください

Roxio Burn � でディスクを書き込みおよびコピー

ドラッグ & ドロップするだけでデスクトップから直接ファイルを書き込み

Roxio MyDVD で DVD をオーサリング

��� 種類以上のテンプレートを使って、ホームビデオが素敵な DVD に変⾝

ビデオ
Roxio VideoWave でビデオを編集

書き込み

ドラッグ & ドロップ コントロールでチャプター、メニュー、⾳楽をカスタマイズ

HD ビデオを通常の DVD に書き込み、BD プレーヤーで再⽣

プロ品質のテンプレートから選択、またはディスク ラベルや DVD ケースのインサー
ト、ブックレットを⾃作

Roxio Label Creator でディスク ラベルを作成    

タイムラインまたはストーリーボードで編集

クイック編集：ビデオのクロップや回転、トリミング、ピクチャ イン ピクチャ エフェクトの作成など

画⾯分割ビデオテンプレート：メディアをビデオ テンプレートにドラッグ & ドロップし、
複数のビデオを同時に表⽰

画⾯分割ビデオ テンプレート クリエーター：⾃分のカスタム分割画⾯レイアウトをデザイン
し、グラフィックス、線などを追加

モーショントラッキング：ビデオ内の動く対象をぼかし、これにタイトルやグラフィックを付ける

数回クリックするだけでディスクや USB ドライブをコピー*

� 枚の Blu-ray ディスクに最⼤ ��GB のデータ コンテンツを書き込み可能

⼤容量ファイルやプロジェクトを複数の CD や DVD に分割

�GB の DVD 映画を標準的な �.�GB の DVD に完璧にコピー*

プラグインが必要 プラグインが必要

新機能 新機能

*暗号化されたコンテンツやコピーガードの付いたコンテンツのリッピングおよびコピーはできません。

HD Blu-ray ビデオ ディスクをオーサリング

トラック透明度：トラックを重ねたり不透明度を調整したりすることで、複数の効果を適⽤
し、カスタム フェードイン / フェードアウト エフェクトを作成



ビデオをエクスポート
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Roxio VideoWave でビデオを編集

MultiCam Capture で Web カメラ ビデオをキャプチャ、画⾯を録画

透明度、エッジぼかしなどのエフェクトを追加、カラートーンを変更

写真を引き⽴てるマットやフレームを追加

画像をつなぎ合わせてオリジナルのパノラマ画像を作成

画像補正、⼿ブレ修正、⾼フレーム レート対応のスムーズな再⽣

4K ビデオの再生

MultiCam Editor：⾳声を同期させた複数のクリップを⾃動的に配列、再⽣するカメ
ラ アングルを選択

ビデオ エフェクト：ビデオの⾃然エフェクトとフィルターでビデオを補正

�D ビデオの作成：容易に通常の �D ビデオを �D に変換

��� 度ビデオの変換：エクイレクタングラー ビデオから標準ビデオに変換し、
視点をコントロール

��� 度ビデオの変換：ダブルまたは単⼀⿂眼の ��� 度ビデオから標準ビデオに変換
し、視点をコントロール

オーディオ ダッキング：ナレーションや会話がはっきり聞こえるように背景⾳声のボリュー
ムを抑制

ペイント効果：ビデオフィルターをドラッグ & ドロップして、写真に漫画や⽔彩
画のような効果を適⽤

カメラ � 台 カメラ 4 台

8 種類のエフェクト 14 種類のエフェクト

� つのデバイスから完璧に同期したビデオと⾳声を収録できます。例えば、Web カメラで録画
すると同時に画⾯を録画（全画⾯または画⾯の選択範囲のみを使⽤）、またはライブ画⾯キャ
プチャを使って映像を動画やプレゼン、トレーニング ビデオなどに追加できます

完全に同期したビデオを取り込んで⼿軽に編集。ファイルを MultiCam Editor に
直接インポートすることも可能です

Web ビデオ* を取り込んで保存し、お気に⼊りのデバイスでオフライン再⽣できるように⼀
般的なファイル形式に変換

⻑編ビデオの変換プロジェクトを夜間に予約、ビデオの変換中に⼀時停⽌ / 再開、
再⽣前に品質を確認

WinDVD Lite を使って PC でビデオを視聴

メディア再⽣ソフトウェアを個⼈⽤ファイルや家庭ビデオを再⽣
（WinDVD Lite では市販の DVD は再⽣できません）

写真
写真を編集および補正
画像補正、かんたんにカラー補正、写真のクロップおよび傾き補正

Corel AfterShot � で写真を編集

写真のクロップ、露出の制御、⾊の改善、シミ修整や⾚⽬除去のツールなどで不
完全な部分を修正

*暗号化されたコンテンツやコピーガードの付いたコンテンツのリッピングおよびコピーはできません。



PhotoMirage Express で魅⼒的なフォト アニメーションを作成

使いやすいアニメーション ツールを使って、写真をプロフェッショナルな写真アニメー
ションに変換

マルチチャンネル ミキサー：⾳声を �.�ch ステレオや �.�ch サラウンドにエンコードし、すべ
てのサウンドシステムを使って、より臨場感溢れる⾳楽を楽しめます

サウンド エディタを使って、オーディオ トラックを編集、補正、ノイズをクリーン アップなど

Web、CD、LP、テープなど、ほとんどすべてのソースから⾳楽をインポートおよび取り込み
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写真
Corel AfterShot � で写真を編集

⼤量の写真を管理、整理、検索して Web ギャラリーを作成

��� 以上の RAW カメラ プロファイルへの対応

Corel FastFlick で写真とビデオのスライドショーを作成

動画を作成し、テンプレートを使ってかんたんな � つの⼿順で⾳楽付きの写真のスライド
ショーをドラッグ & ドロップし、メディアを追加し、微調整して完成

ベストシーン機能でスマートなスライドショーを作成

⼈⼯知能や顔認識を利⽤して、⾃動的に適切なショットやクリップのみを選出してスライド
ショーや動画を作成

⼀般的な写真やビデオのフォーマットに対応。卓越したフォトアニメー
ションをほとんどどこでも共有

最新版 PaintShop Pro ���� にすべてそろった写真編集およびグラフィッ
ク デザイン ツールにアクセス
写真調整や合成、楽しいフィルターや効果でユニークな外観を作成できるプロフェッショナ
ルな画像編集のツールセットを使って、写真を補正

トリミングや傾き補正、ワンクリックの⾃動修正などで、画像をすばやく修正

細かい傷の除去、背景を丸ごと消去、⾚⽬の修整など

インパクトのあるグラフィック デザイン プロジェクトに必要なすべてを完備

タッチ操作ができる写真ワークスペース、SmartClone、極細ブラシ、クリエイティブ コンテ
ンツなど、独創的なプロジェクトを作成できる新しい強⼒なツールを楽しめます

スタイル設定をあるレイヤーから別のレイヤーにかんたんに複製できます。かんたんな
ワンクリックで、以前は⼿作業で⼊⼒しなければならなかった詳細もコピー & ペース
トできます。⾳声
⾳声を取り込みおよび編集
CD ディスクの書き込み、コピー*

CD や DVD の⾳楽をあらゆる形式にリッピング*

アナログ LP やカセット テープをデジタル化

ノイズ除去：ノイズ除去ツールで、⾳声サウンドをはっきりクリアに改善

タイム ストレッチ：元の⾳声ピッチや⾃然なサウンドを維持しつつ、
⾳声クリップの⻑さを調整

ピッチのスケーリング：⾳声のピッチ / 周波数を変更してピッチの⾼低を調整

*暗号化されたコンテンツやコピーガードの付いたコンテンツのリッピングおよびコピーはできません。

さまざまな画像プリセットで画像を補正

新機能 新機能

新機能

新機能

新機能 新機能

新機能 新機能

新機能 新機能

新機能 新機能

機能改善

機能改善

機能改善

機能改善
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アクティビティ ログを表⽰し、書き込みの対象と⽇時を記録

クイック クリーンアップ機能を使って、不要なファイルや⼀時ファイルをシステムから削除

⾳声
⾳声を取り込みおよび編集

トラック間をスムーズにつなぐビートシンクロ機能でパーティーミックスやマッシュアップを作成

クラウドサービスのファイルを削除、移動、コピーして管理

⼀括名前変更プログラムで、すばやくファイルの名前を変更してフォルダに整理。 その
他のファイルの名前変更規則やパターンを利⽤

暗号化とパスワードでディスクまたは USB ドライブのデータを保護。 パスワード プロトコ
ルを設定し、パスワードが適⽤される⽅法とタイミングをコントロール。 マスター パスワー
ドの設定も可能。

リムーバブル メディアに暗号化データを追加および削除

オーディオブック* CD をデジタル ファイルに変換して Apple や Android などのポータブル 
デバイスで再⽣。チャプターの追加も可能

⾳声ファイルを様々な形式に変換して、お好きなデバイスで共有

データ
Roxio Genie でハードドライブをクリーンアップ
ハードドライブを整理して、忘れていた過去の重複ファイルや不要なファイルを検出

ドライブやファイルを容易に参照し、ファイルサイズを確認、ファイルをクリーンアップし、
Disc Explorer でハードドライブ空き容量を回復

ファイルを暗号化および保護
Roxio Burn � でデータを安全にディスクに書き込みまたは USB に保存して、
アクティビティを監視

BackOnTrack � でファイルをバックアップ
ファイルをバックアップしてデータの紛失や破損を完全に防⽌

お気に⼊りのオーディオ、映画、テレビ番組を iPod® から PC にバックアップ

*暗号化されたコンテンツやコピーガードの付いたコンテンツのリッピングおよびコピーはできません。

タイトル、アーティスト、ジャンル情報を⾳楽トラックに⾃動的に追加。インターネット 
ラジオや⾳楽ストリーミング サービスからの取り込みにも対応

⾳楽トラックの無⾳部分を⾃動的にトリミングして、不⾃然な空⽩を削除
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