2012 年 12 月 3 日
ホットアルバム社製写真ラボ向け PhotoBook 写真自動調整品質管理ソフト

『きれいカメラ PhotoBook ビジネス』販売開始
-PhotoBook ビジネス向けソリューション-

パソコン用デジカメ写真アルバム管理ソフト「ホットアルバム」及びデジタル写真を
自動的にきれいに調整する「きれいカメラ」商品群で定評のあるホットアルバムコム株式
会社（本社：東京都八王子市、代表取締役 小星重冶(こぼししげはる)、以下ホットアルバ
ムコム）は、写真現像の新分野として顕著な成長を収めている PhotoBook 市場に対し、今
までのきれいカメラのアルゴリズムを一新すると共に、写真ラボの PhotoBook の画像編集・
調整工程を意識し最適化を行った「きれいカメラ PhotoBook ビジネス」（標準小売価格：
98,000 円（税込み）
）を平成 24 年 12 月 7 日よりプレリリース版として販売を開始致します。
（プレ版ご購入のお客様には正式パッケージが発売され後、正式パッケージを無償でご発
送させて頂きます。
）
本製品は、既に iPhone カメラアプリとして 50 万ユーザー、アンドロイドアプリとして
35 万ユーザーのダウンロード実績でにダウンロードされ、カテゴリでは No.1 のの実績を持
つ「きれいカメラ」アルゴリズム使用し、写真ラボの PhotoBook 印刷向けに機能を特化し
商品化した「きれいカメラ PhotoBook ビジネス」となります。

PhotoBook の印刷工程の多くで、発注ユーザーをフォルダー毎に管理することから、フォ
ルダー一括の写真の明るさ調整の平準化・色調整を自動的に行います。
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また、PhotoBook の色調整では、明るさや色の平準化を行うために、必ずテクニカル担当
者の作業が発生しますが、その作業をワンクリックで行い作業効率の向上が可能となりま
す。また、ユーザーインターフェイスも作業者が作業しやすい様にサムネールベースで一
括管理したり、元画像と比較したりする機能を用意しています。
もちろん写真を 1 枚ずつ編集することも可能ですが、全てクリックベースで作業が出来、
作業した画像は、ファイル名を見ることでどの機能が適応されているか一目で分かる様な
仕組みも搭載しています。

従来のきれいカメラ機能をアルゴリズムが本来持つ、プロユーザー向けの画像調整アルゴ
リズムに対応させ、
「きれいカメラ（デジカメ画像の色修正）
」
「逆光」
「露出不足（特に人
物画像）
」
「露出過多」
「褪色補正」
「人工光補正」の 6 の機能に集約させました。
本製品を使用することで、さらに高品質な PhotoBook を高い生産性で商品化して行くこ
とが可能となります。

本製品は、写真スタジオ・ラボ向けのビジネスバージョンのパッケージ商品として販売
予定です。しかしながら、写真ラボで本来必要となるソリューションは、撮影から印刷ま
での一貫した環境における PhotoBook の品質向上が求められています。また、きれいカメ
ラは、あらゆる環境に応じて色対応の調整が出来ることから、撮影環境からご使用の印刷
機器、用紙、インクに至るまでの一貫した色調整を目的とした、デジタル写真の色調整を
行うことが出来ます。
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この一貫した PhotoBook の品質向上と生産性の向上に関しては、コンサルティングとき
れいカメラモジュールの調整が不可欠となり、そのことによって、より完成度の高いシス
テムを構築することが出来ます。
ホットアルバム社では、きれいカメラ PhotoBook を最大限に活用したソリューションビ
ジネスの提供も合わせて行っていきます。

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、可能な限り忠実な色合いに補
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けると、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：
「きれいカメラ PhotoBook ビジネス」



JAN Code: 4571256830254



発売時期：2012 年 12 月 7 日出荷開始



価格： 98,000 円（税込み）



販売形態：一般ソフトウェア流通



12 月 7 日出荷版は、プレバージョンとなります。製品版のパッケージが出来た後に
無償でパッケージをご送付致します。
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■＜機 能＞
機能名称

内容

入力

ＪＰＥＧ、ＢＭＰファイルの読み込み

フォルダー一括変換

フォルダー内の画像を一括で明るさ・色の平準化を行うために変換します。

重ね補正

きれいカメラの持つ補正機能を組み合わせて使用することが出来ます。

表示形式

128、256、512 ピクセルサムネイル表示、画像対比表示などの方式。

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」機能で補正します。

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

露出不足

露出不足になりがちな人の顔を中心にきれいに補正します。

露出過多

自動露出などで白く色が飛んでしまった様な明るすぎる画像をきれいにし
ます。

褪色補正

古くなってしまった褪色写真を補正して、鮮やかな色を蘇らせます。

人工光補正

室内などの人工光（タングテン光など）で色被りした写真を補正します。

ホ ワ イト ボ ード や雑

ホワイトボードや雑誌などの文字と写真の画像に対して、文字・写真を同時

誌撮影画像補正

に見やすく補正します。

白黒・セピア変換

カラー写真を白黒、セピアに変換します。

明度の追加補正

上記の補正に対してさらに明度の追加補正を行う。上記の補正を強調する様
に何度でも追加補正を行うことが出来ます。

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）
、サイズ・フォーマット変換機能、EXIF 保
全。

ホルダ切替

作業ホルダの切り替えを行います。

■＜仕様変更に関して＞
(ア) 動作環境
① OS 環境：WindowsXP SP3、Windows Vista SP1、Windows7 及び SP1、
Windows8 以上
② 動作アーキテクチャ：32bit、64bit アーキテクチャ
③ 最小限の推奨要件: Pentium 1 GHz 以上、512 MB 以上の RAM
④ インストール空き容量：100MB 以上
⑤ 動作推奨空き容量：1GB 以上
⑥ 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）
⑦ Internet Explorer 5.01 以降
⑧ Windows 対応モニター
【きれいカメラについての注意】
(重要）きれいカメラで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。この補正出
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。
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・また、本製品はデジタルフォトを対象としたアルゴリズムとなっており、CG などで作成
したイメージデータの補正では、意図した通りにきれにならない場合がありますが、サポ
ートの対象外とさせて頂いております。
・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/
■ホットアルバム株式会社について (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関して／報道関係のお問い合わせ先
〒192－0082 東京都八王子市東町 1-10 グランデハイツ八王子 3F
TEL:042-649-3480 FAX:042-649-3482
リリース担当者：下村（shimomura@hacom.jp） 、細小路

■一般のお問い合わせ先
ホットアルバムお客様窓口: qa.hotalbum@hacom.jp
TEL: 042-649-3480、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 2012、since 2010 HOTALBUM COM.inc All Rights Reserved.
ホットアルバム、写メレブ、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事業会社
の商標または登録商標です。その他すべての製品、フォント、社名、ロゴは各社の商標または登録商標で
す。上記の内容は、告知無く変更される場合があります。
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