2010 年 11 月 8 日
ホットアルバム社製
ホットアルバム社製デジカメ
社製デジカメ及
デジカメ及び褪色画像自動修正
褪色画像自動修正ソフト
修正ソフト

『Windows 版きれいカメラプロ』
きれいカメラプロ』新発売
-写真のプロダクションユーザー
写真のプロダクションユーザー向
のプロダクションユーザー向けワンクリック画像修正
けワンクリック画像修正ソフト
画像修正ソフトソフト-

パソコン用
パソコン用デジカメ写真
デジカメ写真アルバム
写真アルバム管理
アルバム管理ソフト
管理ソフト「
ソフト「ホットアルバム」
ホットアルバム」及びデジタル写真関
びデジタル写真関
連ソリューションのライセンス開発
ソリューションのライセンス開発・
開発・販売で
販売で定評のあるホットアルバムコム
定評のあるホットアルバムコム株式会社
のあるホットアルバムコム株式会社（
株式会社（本
社：東京都八王子市
東京都八王子市、代表取締役 小星重冶(
小星重冶(こほししげはる)
こほししげはる)、以下ホットアルバムコム
以下ホットアルバムコム）
ホットアルバムコム）
は、写真加工の
写真加工の生産性向上を
生産性向上を可能にするワンクリックデジカメ
可能にするワンクリックデジカメ補正及
にするワンクリックデジカメ補正及び
補正及び褪色写真補正
褪色写真補正のウ
補正のウ
ィンドウズ用
ィンドウズ用ソフト「
ソフト「きれいカメラプロ」
きれいカメラプロ」を、平成 22 年 11 月 20 日から発売
から発売いたします
発売いたします。
いたします。
本テクノロジーは、既に iPhone カメラアプリケーションとして、24 万ユーザーダウンロ
ードの実績で iPhone アプリの写真カテゴリで No.1 ダウンロード実績を持つ iPhone アプリ
「きれいカメラ」ユーザーからの多数のご要望にお応えし、ウィンドウズ版にした製品で
す。
従来の単なる明るさ補正のアプリではなく、きれいに撮影されている写真はそのままに、
逆光で暗くなったり、色彩色相の薄い写真は自動的に判別してきれいな写真に仕上げると
ころが特徴です。
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商品には「製品版」と「アドオンアップグレード版」があり、褪色加工や色編集加工の
生産性向上を目指し、乗り換えアップグレード版ではレタッチソフトを活用して行ってい
る作業の一部の機能として活用頂けるように提供出来る様にしています。
この写真の修正技術は、ホットアルバムコム社（http://www.hacom.jp/ ）が長年培った
カラー写真の設計思想から、独自のアルゴリズムを開発し、可能な限り忠実は色合いに補
正をするというものです。高性能な自動補正機能を活用頂いて、利用シーンに則した画像
編集の生産性を向上させることが出来ます。
■＜商 品＞
商品名
発売日

きれいカメラプロ
【製品版】
製品版】
ダウンロード版
ダウンロード版
2010 年 11 月 20 日

きれいカメラプロ
【アドオンアップグレード版
アドオンアップグレード版】
ダウンロード版
ダウンロード版
2010 年 11 月 20 日

6,980 円（税込）
価格（予価） 9,800 円(税込)
4571256830230
4571256830247
JAN
※CD-ROM メディアでの販売も行っております。（メディア料・送付料全国一律 1000 円）

【製品版】
どなたでもご購入頂けます。
【アドオンアップグレード版購入対象者】
Adobe® Photoshop 、Adobe® Photoshop® Elements、Microsoft® Digital Image シリー
ズ、Corel® PaintShop Photo™ Pro、デジカメ de!!同時プリント、デジカメ de!!フォト工
房、デジカメ Ninja、デジカメ プロフェッショナル・プリント、デジカメの達人、蔵衛門、
デイジーコラージュ、ピンぼけ・手ぶれレスキュー、Paintgraphic、G.Crew、ACDSee の
いずれかのバージョン（OS を問わず）またはきれいカメラ SE を含む全てのホットアルバ
ム社製品
※非売品版、体験版は対象となりません。
ご注意：
・「アドオンアップグレード版」は上記製品をお持ちのお客様向けの製品です。通常版との
機能の違いはありません。
・対象外の製品をお持ちの場合は、通常版をお求め下さい。
■＜機 能＞
機能名称

内容

入力

ＪＰＥＧ、ＴＩＦ、ＰＮＧ、ＢＭＰ、ＧＩＦファイルの読み込み

きれいカメラ

自動補正、読み込み時に自動的に「きれいカメラ」機能で補正

逆光

逆光写真の補正。フラッシュを使った様に補正出来ます

美肌

人の肌をきれいに補正します。肌色のスムージング

美味しく

食品関連の写真を鮮やかにおいしそうに補正
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雑誌コピー

写真、文字が混合になっている画像を文字を読みやすく、写真を鮮やかに修正

ホワイトボード

ホワイトボードや黒板など単色の文字を読みやすく修正

ネガスキャン画像

ネガポジフィルムのスキャン画像を補正

色褪せ写真

褪色写真を補正して、鮮やかな色を蘇らせる

カラー白黒変換

カラー写真を白黒、セピアに変換する

明 度彩 度の追 加補

上記の補正に対してさらに明度彩度の追加補正を行う。上記の補正を強調する

正

様に何度でも追加補正を行うことが出来る

画像の削除

表示画像の削除

画像の保存

元画像、編集画像の保存（出力）

アップロード機能

ATOM に準拠したサーバーへのアップロード機能

■＜仕様変更に関して＞
(ア) 動作環境
① OS 環境：WindowsXP SP3、Windows Vista SP1、Windows7 以上
② 最小限の推奨要件: Pentium 1 GHz 以上、512 MB 以上の RAM
③ インストール空き容量：100MB 以上
④ 動作推奨空き容量：1GB 以上
⑤ その他環境：Microsft .NET Framework4（マイクロソフトドットネットフレ
ームワーク使用）
⑥ Internet Explorer 5.01 以降
⑦ Windows 対応モニター
【きれいカメラについての注意】
・きれいカメラで読み込むことが出来るファイルは、JPEG ファイルのみとなります。
(重要）きれいカメラで褪色補正してもきれいにならない写真があります。これは弊社の褪
色補正のアルゴリズムが特定の色の組み合わせに対応出来ないという制限となります。こ
の褪色出来ない写真に関しては、バグとはみなされず制限となりますので、ご了承くださ
い。
・元々の取り込んだ画像サイズが小さい場合など、拡大するときれいに見えない場合があ
ります。これはデジタル写真一般の制限であり、本ソフトウェの制限ではありません。
【サポート】
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本ソフトウェアは、ホットアルバム社のメール及びインターネットサポートのみのサポー
ト対応となります。
お電話でのお問い合わせは、サポート対象外となっておりますので、ご了承ください。
きれいカメラサポートページ：http://www.hacom.jp/kcjp/faq/
■ホットアルバム株式会社
ホットアルバム株式会社について
株式会社について (URL http://www.hacom.jp/ )
写真画像関連企業全体で普及を目指す EVERPLAY を搭載し、写真を世代を超えてのこせ家族や仲間と PC
や TV で気軽にフォトコミュニケーションできる社会共通のアルバム普及を目指して開発したもので、
市販の多くのアルバムにないユニークな特徴は：
１） ウィンドウズルールを一切使わない専用グラフィック、見たまま操作専門スキル不要で、パソコン
でも TV でも、誰でも何時までも家族全員で共通に使える写真アルバムシステム
２） 写真保管専用の CD-R アルバムにすべてのソフトと写真を一括保管し、パソコンとも連携してダブ
ル保管することで万が一の画像消滅事故から写真を守る安心保管システム
３） EVERPLAY 規格で記録し写真を保管、次世代システム登場には自動書き換えル-ル内蔵で対応出来、
写真を世代を超えて継承できる 100 年安心保管アルバム
この、
“HOT ALBUM の技術は広く画像関連企業にも公開し「コラボ」による採用を呼びかけ、社会共通で
誰とでも写真によるコミュニケーションができる、
“新しい写真文化の創造”を進めて参ります。

■ 上記ニュースリリースに
上記ニュースリリースに関
ニュースリリースに関して／
して／報道関係のお
報道関係のお問
のお問い合わせ先
わせ先
〒１９２－０９０４ 東京都八王子市子安町４－１０－１５
TEL:042-682-5170 FAX:042-683-1518
リリース担当者：下村（shimomura@hacom.jp） 、小星

■一般のお
一般のお問
のお問い合わせ先
わせ先
ホットアルバムお客様窓口:
qa.hotalbum@hacom.jp
TEL:042-682-5170 FAX:042-683-1518
URL：http://www.hacom.jp/
さらに詳しい情報はこちらから…
■ WEB サイト http://www.hacom.jp/
(c) Copyright 2010 HOTALBUM COM.inc All Rights Reserved.
Reserved.
ホットアルバム、
ホットアルバム、写メレブ、
メレブ、きれいカメラはホットアルバムコム及
きれいカメラはホットアルバムコム及びイノブロックのまたはその
びイノブロックのまたはその事業会社
またはその事業会社
の商標または
商標または登録商標
または登録商標です
登録商標です。
です。その他
その他すべての製品
すべての製品、
製品、フォント、
フォント、社名、
社名、ロゴは各社
ロゴは各社の
各社の商標または
商標または登録商標
または登録商標で
登録商標で
す。上記の
上記の内容は
内容は、告知無く
告知無く変更される
変更される場合
される場合があります
場合があります。
があります。
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