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単純な明度の調整は、ほとんどのフォトレタッチユーザーが可能です。しかしながら、
フォトレタッチソフトで褪色の補正や色かぶりの補正などは時間が掛ります。また、デザ
インプロダクションの現場では、フォトレタッチソフト群トップシェアのアドビフォトシ
ョップシリーズのデータ（PSD ファイルなど）でデザイン提出をすることが多いのも事実で
す。今回きれいカメラは、アドビフォトショップシリーズに対応することで、この様なア
ドビユーザーに対して簡単にワンクリックで写真を補正する環境をご提供します。
ビジネス上で最終納品は PSD（フォトショップデータ）ファイルを使用しているというユ
ーザーは結構多いものです。しかし、多くのこの様なフォトショップユーザーは、デザイ
ナーでもなく、フォトショップ上級者ユーザーではありません。
「きれいカメラ フォトシ
ョッププラグイン」はこの様な写真加工におけるビジネスのプロダクションユーザーの生
産を大きく向上させることが出来ます。
弊社には、
「きれいカメラプロ」
という商品があり、同様にワンク
リックでデジカメ補正や褪色補
正を行えるソフトがあります。
「きれいカメラプロ」は、単体ソ
フトで補正を行い、補正したソフ
トを変換したり、保存したりする
ことを簡単に出来るようになっ
ています。一方フォトショップユ
ーザーには、2 つのソフトを使用
しなければならないという不便
さがありました。この問題点を「きれいカメラ フォトショッププラグイン」では解消し、
フォトショップで活用出来るようになっております。
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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、40 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、アドビ
社製フォトショッププラグイン版対応した製品で
す。
「きれいカメラ」は、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、色かぶりを
している室内写真、照度が足りず色彩色相の薄い
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。また、褪色してしまった写真
やスライドをスキャナーなどで取り込んで、色彩
色相をワンクリックで自動的に鮮やかに再生する
ことが出来ます。
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。
■＜商品構成＞
商品名
発売日

きれいカメラ
フォトショッププラグイン
日本語版
ダウンロード版
ダウンロード版
2011 年 6 月 15 日

kiRay Camera
PhotoShop PligPlig-in
English Version
Download Version
2011 年 6 月 15 日

6,980 円(税込)

6,980 円(税込) /
USD74.95(tax incl) /

55.95EUR (tax incl)
価格（予価）
4571256830254
4571256830261
JAN
Windows、MAC（以下ご参照）
Windows、MAC（以下ご参照）
対応 OS
※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）

無料版（
無料版（体験版）
体験版）：
無料版の制限：きれいカメラ編集後出力サイズは、640 ﾄﾞｯﾄ×480 ﾄﾞｯﾄ以下のサイズに縮小
されます。
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■＜機 能＞
機能名称

内容

入力

フォトショップの作業領域に表示されるビットマップデータ（入力）

褪色画像

褪色写真を補正して、鮮やかな色を蘇らせる

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

アンダー・逆光画像

逆光写真の補正。フラッシュを使った様に補正出来ます

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

補 正サ ンプル 範囲

サンプル範囲とは、全体の色相・色彩・明るさから選択範囲を補正するか？選

の変更

択範囲内のサンプル色で補正するかを選べます。

画像の保存

フォトショップの作業領域に出力後、編集画像の保存（出力）

■＜仕様変更に関して＞
【動作環境】
I. Windows 環境：
(ア) Adobe PhotoShop CS/CS2/CS3/CS4/CS5、Photoshop Elements 9、8、7、
6 以上
(イ) 上記 PhotoShop が動作する WindowsOS：XP SP3 以降、Vista SP2 以降、
Windows7
II. Mac 環境：
(ア) AdobeR PhotoshopR CS5、CS4、CS3、CS2、CS、および Photoshop
Elements 9、8、7、6 以上
(イ) 上記 PhotoShop が動作する MAC OS：Mac OS X v10.4、10.5、10.6 以上
III. メモリ：2GB 以上
IV. ハードディス空き容量：150MB 以上（但し、取扱う画像の 3 倍程度を推奨）
V. 対応モニター(640x480 ドット以上の表示領域を推奨）
※本製品は photoshop cs5 sdk を元に開発しておりますが、Adobe 社のリリースにより対応
している Photoshop のバージョンは、AdobeR PhotoshopR CS5、CS4、CS3、CS2、CS、
および Photoshop Elements 9、8、7、6、4、3 となっております。
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【きれいカメラフォトショッププラグイン版についての注意】
・きれいカメラで読み込むことが出来るファイルは、フォトショップの作業領域で読み込
むことのできる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】
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/
※体験版に関しては、サポートの対象外となりますのでご了承下さいます様お願い致しま
す。
■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
http://www.hacom.
acom.jp/
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
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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
びイノブロックのまたはその
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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