ALPHASTUDIO XXL
アパレル・大物商品ならお任せ！
静止画、360°
画像、動画

コストダウン
売上アップ
作業効率アップ

商 品 を 鮮 や か に 映 し ま す！

プ ロ 並 み の 商 品 画 像 を 社 内 で 簡 単 に 撮 影 で きる ソリュ ー ション

実物をチェック！

平面的な写真

立体感のある写真

ゴーストマネキン
まるでマネキンが着ているかの
ような写真

実際のモデル写真と動画

360°回転画像
マジックテーブルを回転させながら自動撮影

vimeo.jp/orbitvu/inmotion
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マルチビュー画像
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自動化された画像処理

ALPHASTUDIO XXL

商品の撮影と同時に背景の切り抜きを自動で行います。

ユーザーが望む要求を満たす革新的なソリューション

手作業による編集処理が不要となり、高品質で一貫した画像を提供することができます。

小物から大きめの商品、さらにはモデルの撮影まで、幅広い商品撮影に使いやすく、効率的で多用途に設計されています。

カメラと照明の制御

IQ Mask ＆ 自然な陰影 NEW!

後処理

自動切り取り ＆ 余白調整

複数同時出力

ALPHASTUDIO XXLは特大のLED照明を装備しており、印刷用からウェブ用、

カメラとLED照明は、ユーザー

写真撮影と同時に背景が切り

撮影後の画像処理を設定で

画像内の被写体は自動的に切

静止画、360°ビュー、動画は、

ト設定をしておくことで、自動

落とす自然な影を検出し、影

色合い、シャープネスなどがあ

れます。自社のスタイルに沿

サイズで出力できます。背景

カスタマイズ可能なテンプレー 抜かれます。 また、被写体の

その他マーケティング用途での高品質の商品撮影に最適です。

付きの切り抜き画像を作るこ

的に切り替わります。.

とも可能です。

きます。 コントラスト、彩度、
ります。

り取られ、周囲に余白が作ら

った形で配置と余白設定が行
えます。

複数のフォーマットやピクセル
は、お好みの画像や色に設定
できます。

簡単で素早いコンテンツ制作が可能

XML スクリプト（オプション）

豊富な出力形式
JPG

PNG

360°

出力場所、ファイル数などカスタムで
記述できます。
GIF

TIFF

MOV

RAW

PNG

アドオン機能

eコマース

セルフ・ホスティング機能

拡張クラウド

ことができるようになり、手間のかかる後処理を省力化

⊲⊲ HTML5プレイヤー同梱
⊲⊲ ワンクリック・アップロード
⊲⊲ 追加コマース用プラグイン

⊲⊲ 容易で柔軟なホスティング設計

⊲⊲ 最新ウェブ技術に対応

ORBITVU SUNの追加サービスを利用することで、ホスト
上でデジタルコンテンツを管理し、顧客に直接配信する
できます。

⊲⊲ eコマース用プラグイン同梱
⊲⊲ データバックアップ機能

⊲⊲ データ二重持ちによる高い安全性
⊲⊲ CDN - 高速な画像配信

⊲⊲ ソフトウェアとプラグインの更新
⊲⊲ 柔軟なAPI

効率アップ

簡単操作

⊲⊲ バッチ処理による商品撮影と編集

⊲⊲ プロカメラマンでなくても撮影可能

⊲⊲ 最大5台のカメラによるマルチビュー撮影

⊲⊲ カメラと照明を制御

⊲⊲ 背景自動切り抜き機能

⊲⊲ 360°ビューも自動撮影

⊲⊲ ECサイトに画像を直接アップロード

⊲⊲ 撮影用プロファイルにより効率UP

⊲⊲ ウェブ用の画像なら5秒以内に完成

豊富な機能

powered by

⊲⊲ 小さなものから大きなものまで（電子機器、
工具、DIYからバッグ、靴、衣類、モデル撮影
など）

オンラインマーケティング ツール

⊲⊲ 静止画、平面写真、ゴーストマネキン、     
360°ビュー、動画

各種オプション機能

⊲⊲ 複数カメラにより撮影可

⊲⊲ キヤノンのデジタル一眼レフカメラに対応

⊲⊲ ライブビューによる画像確認

⊲⊲ ウエブ用、印刷用、マーケティング用の
商品画像
⊲⊲ 統合化されたマーケティングツール
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ORBITVUSUN
アドオン機能

お客様向けのキャンペーンを支援するための

⊲⊲ ソーシャルメディア統合

⊲⊲ アクセス統計情報 (閲覧数、国別、他)

⊲⊲ 360°Orbittour - プレゼン形式の商品紹介
⊲⊲ QRコード生成機能
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仕様
ALPHASTUDIO XXL

同梱物
ハードウェア
2 × 前面照明

1 × 天井照明

2 × 側面の両面カバー

1 × ヘッド付カメラスタンド

1 × 背面照明付ターンテーブル

1A

ALPHASHOT EDITOR 仕様
対応カメラ

キヤノン一眼レフカメラ

対応するOS

Mac OS X , Windows

複数カメラの制御

有, 最大5台まで( キヤノンのみ)

カスタム拡張エクスポート
撮影後の編集

背景切り抜き

XML スクリプトを記述

ソフトウェアにより可能

IQ-マスクによる自動切り抜き

360° 画像の出力形式

HTML5, Flash, アニメーションGIF, MP4

動画の出力形式

MOV, MP4, YouTubeへの直接アップロード

1 × 背面照明付背景

静止画の出力形式

ソフトウェア

* IQ マスクは、モデルの全身撮影では機能しません。

1 × ケーブル一式

⊲

ALPHASHOT EDITOR

ソフトウェアライセンス
⊲

ORBITVU VIEWER

(HTML5プイヤーライセンス)

1

png, jpeg, RAW + png マスク

XMLスクリプトによるその他の形式

ORBITVU VIEWER 仕様
360° 技術

HTML5プレイヤー（Flash対応を含む）**

深ズーム機能

無制限にズームさせる技術

モバイル対応

マルチタッチ操作とレスポンシブデザイン

対応ブラウザ

HTML5をサポートしているブラウザ

2

3

** Flash 360° はマスク FacebookやeBayに対応するためのものです。
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追加アクセサリー

1

1. 簡単に着脱できるトップショット用カメラ取付器具
平面的な衣類の撮影や上から商品を撮影したいときに、
とても便利です。

1A. 電動式ズームオプション
1A

Alphashot Editorソフトウェアからの遠隔操作によりカメラのズームを調節できます。
トップビュー
から大小さまざまな商品を撮影する際、
トップショット用カメラと併用して使います。

2. XXL用位置決めレーザーキット
商品の位置決めを簡単に行えるようにするためのレーザーポインターです。
ターンテーブルの中央
に2本の交線を表示することで、素早く簡単に商品の位置決めができます。360°
画像を撮影する際
にお勧めです。

3. 商品吊り下げ用器具
バッグ、
スポーツ用品、工具類等テーブルに置くと不安定な形状の商品を吊り下げます。
本体重量
340 kg
最大商品重量
100 kg
電源
AC100-230V
消費電力
最大 1600W
仕様は予告なしに変更されることがあります。
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商品の静止画を撮影するときに使用します。

4. マジックテーブル
アクリル製の箱型テーブルで、小物商品をその上の置いて撮影することができます。特殊な材質と
構造を用いることで、
ソフトウェアが自動的にテーブルを商品画像から取り除きます。
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Orbitvu の写真撮影への挑戦は20年以上前に遡ります。

デジタル画像とeコマースの誕生は、商品をオンラインで紹介する上で新しい
ニーズと可能性を創り出しました。

デジタルコンテンツの制作には、一貫性があって品質の高い画像が要求されます。

また、
その画像の製作は相応の費用で短時間で行なわれなければなりません。

従来型の撮影手法と手作業による後処理では、質の高い画像を作成できましたが、
時間がかかり、複雑で、ハイコストでした。

Orbitvuは伝統的な撮影手法から最適な技術を掘り起こし、革新的なソフトウェアと
ハードウェアで新しい手法として実現しました。

当社の目標は、お客様の販売およびマーケティング活動において、
デジタルコンテンツの制作

のワークフローのプロセスを簡素化し、
さらに最適化することです。

Orbitvu はお客様のビジネスを強力に支援します。
⊲⊲ 商品を市場に投入するまでの時間短縮

238.791 - JP - 2018/05

⊲⊲ コンテンツ制作プロセスの自動化によるコスト削減
⊲⊲ ネット上での商品プロモーション力の向上

⊲⊲ eコマースや多彩なマーケティング活動に利用できるコンテンツ制作

Orbitvu を使い、
ネット上でもお客様が商品を手
に取るように見られる商品画像を作りませんか？

www.orbitvu.jp

オービットブイユージャパン株式会社
東京本社 / ショールーム
141-0031
東京都品川区西五反田 7-22-7 TOCビル 8階 35号室
TEL: 0120-410-913 (フォトナイス)

