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万能シリーズ 第３弾 はバンドル降臨！

画面録画・録音・動画 ＆音楽ダウンロード
全部使えます！
ジェムソフトは、Windowsに対応した強力な画面録画・音楽・ダウンロードソフトのバンドル版２タイトル を、
2017年7月28日(金)より全国の家電量販店やオンラインショップで発売します。

ZEUS Bundle

〜万能バンドル〜 画面録画／録音／動画＆音楽ダウンロード

全機能バンドル（ゼウス バンドル ）
型番：GG-Z005
希望小売価格

JAN：4562279366059

OS： Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 （32/64bits）

11,852円（税別）

ZEUS RECORD

製品構成

ZEUS MUSIC ZEUS DOWNLOAD

画面録画

音楽録音

動画ダウンロード

ZEUS
Edit

ZEUS
Capture

DVD
Creator

Media
Player

編集・変換

画面撮影

DVD作成

DVD再生対応

大好評発売中 変換スタジオ７シリーズ
「ディスククリエイター７ DVD」を付属！

ZEUS Bundle Lite

〜即戦力〜 画面録画／音声・音楽録音／動画ダウンロード

即戦力バンドル（ゼウス バンドル ライト）
型番：GG-Z006
希望小売価格

JAN：4562279366066

OS： Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 （32/64bits）

4,862円（税別）

ZEUS RECORD Lite

画面録画 ライト

ZEUS MUSIC Lite

音楽録音 ライト

Lite

Lite

製品構成

ZEUS DOWNLOAD Lite

動画ダウンロード ライト

Lite

Media
Player
DVD再生対応

※Lite は、
基本機能に絞った
即戦力版です。

さあ、
はじめよう！
ZEUSの豊富な機能は、
後から欲しい機能を追加できます。
機能のご案内は次ページ以降をご覧下さい。
最新情報は製品サイトに。

gemsoft.jp/zeus

※本ご案内は製品リリース前の情報です。掲載情報は変更になることがございます。最新情報は製品サイトをご確認下さい。
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録画・録音万能

PC画面をビデオ録画！再生音を録音！
例えば、
再生中の動画、
Web動画・ストリーミング生放送、
プレゼン・ゲーム実況、
LINE/Skype等のTV電話、
外部接続カメラ/マイクからの録画 等々 なんでも録画します。

PCで再生できるものは、
全て録画・録音保存できます。
利用例

再生中の動画、
Web動画、
ストリーミング生放送、
プレゼン・ゲーム実況・LINE/Skype等のTV電話通話の録画録音 等々

※録画エリアも自由選択（全画面／ウィンドウ指定／必要部分囲み）

フルハイビジョン・4K解像度にも対応！
高精細に対応。長時間録画でも音ズレ、
コマ落ちしません。

ＬＩＴＥ版 搭載機能範囲

「なんでも」録画、範囲を自由指定。
「なんでも」録音、
マイクにも対応。

※そのまま録画するので、
全画面サイズが最高画質になります。

ブラウザやアプリを立ち上げたら…
録画範囲を指定！

録画
全画面選択も
OK！

!!

GET

プレゼンや実況の動画作成に最適！
システム音声･マイク入力も録音。TV会議保存や実況動画作成。
マウスカーソル表示・コメント追加・ハイライト・字幕等。

全機能版 搭載機能範囲

ク！
クリッ

録画時間設定
録り始めてから、
持続時間を設定できる。

スケジュール録画
事前に録りたい内容をタイマー設定。繰り返し設定も可能。複数のタイマータスクを自由に作成できる。

Webカメラ対応

PCに接続しているカメラの映像を録画。スケジュール録画にも対応。提示確認や監視にも使える。

※操作画面例は、
本リリース末の資料を参照ください

※本ご案内は製品リリース前の情報です。掲載情報は変更になることがございます。最新情報は製品サイトをご確認下さい。
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音楽万能

欲しい音楽をすぐ発見！
PCで流れる音声、全部録音・ダウンロード！
「なんでも」録音します。
PCで再生できる音声(システム音声) やマイク・外部入力は全部録音できます。
ストリーミング・ネットラジオ・LINEやSkype通話も録音可能。多くの用途に使えます。

ＬＩＴＥ版 搭載機能範囲

楽曲情報の自動取得と編集。
録音したのが音楽なら、
自動的に楽曲情報を取得します。
また、
曲の終了、
次の曲再生の空白を感知して自動分割にも対応。

オーディオ波形編集を搭載。
直感的なツールで、
楽しく編集。必要部分の抜き出しやミキシング、
音量調整等が可能。

iTunes音楽転送対応。
音楽ファイルや動画ファイルを、
iPhoneで再生可能な音楽ファイル(MP3形式)に自動変換して転送。

音楽CDから抽出／音楽CDの作成。
検索

発見

保存
録音

欲しい
音楽の

曲名や
アーティスト名…

オー

ダウンロード

!!

GET

全機能版 搭載機能範囲

カーナビへ移すのにも便利。

音楽専用の検索機能が強力、
欲しい音楽すぐ発見！
音楽に特化したユニバーサル検索が、
世界中の高品質なライブラリから一直線に目的の楽曲を探し出します。
※広告やノイズ情報が入らず探しやすい検索です。※検索性能評価資料を本資料末に掲載。

見つかった音楽を、
ダウンロードと録音で確実にゲット！
見つかった曲はその場で再生でき、
OKならそのままダウンロード。
もし
「ダウンロード」
できなくても
「録音」
できます。2種類の保存方法により、
発見したら即ゲット。

音楽ファイル変換／動画から音声抽出
集めた音楽を、
例えばスマホ向けにファイル容量を小さくしてまとめて変換保存。
動画ファイルの音声だけを抽出、
音楽ファイルにして保存。持ち歩きやBGM利用にも便利。

スケジュール録音／録音時間設定
事前に録りたい内容をタイマー設定。繰り返し設定も可能。複数のタイマータスクを自由に作成できる。
録音時間設定は、
録り始めてから、
持続時間を設定できる。
※操作画面例は、
本リリース末の資料を参照ください
※本ご案内は製品リリース前の情報です。掲載情報は変更になることがございます。最新情報は製品サイトをご確認下さい。
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ダウンロード万能

欲しい動画をすぐ発見！
ダウンロードできる！精度大幅UP！
動画URLをコピペするだけでダウンロード！
基本性能を大幅アップ！

※当社比

ダウンロードが従来製品より高精度で確実、
高速・高品質に。

ＬＩＴＥ版 搭載機能範囲

Webブラウザを起動して検索エンジンや動画サイトを使い、
いつもの動画を観る手順で動画を表示したら、
URLをコピーしてペーストするだけ。

約1,300 サイト に対応！

(2017年 7月時点)

※製品サイトに詳細掲載

Youtubeプレイリストから一括！

プレイリストURLから、
リストの動画まとめてダウンロード！

管理機能で、
手軽にダウンロード！

検索

発見

保存

ッ

ズラ〜

欲しい
動画の

タイトルや
出演者名…

オー

ダウンロード

!!

GET

全機能版 搭載機能範囲

どの検索からもダウンロードは一元管理。
最初にリストアップしてからダウンロード。複数同時ダウンロードに対応。

動画専用検索機能、
欲しい動画すぐ発見！

欲しい動画があっという間に見つかる。見つかった動画は即座にダウンロード。ゲットするスピードが従来と段違い。

内蔵ブラウザ検索機能、
「ダウンロード」
ボタンをクリック！
搭載された内蔵ブラウザで、
いつも使っている検索エンジンや動画サイトから検索できます。
通常のブラウザと違い、
見つけた動画の横に
「ダウンロード」
ボタンが表示されます。

動画検知機能
動画を発見したら、
自動的にダウンロードする機能を搭載。外部ブラウザの動画も検知。

※操作画面例は、
本リリース末の資料を参照ください

※本ご案内は製品リリース前の情報です。掲載情報は変更になることがございます。最新情報は製品サイトをご確認下さい。
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CAPTURE

欲しい画面をすばやく切取り！
マウスカーソル、
メニューも撮れる！
PC画面を任意の形状で撮影！

通常撮れないカーソルや、
ポップアップメニューも撮影できます。

さらに自由な形状で画面を切り取れます。

撮影画像に自由にコメント追加！

全機能版

全画面、
ウィンドウ単位、
四角の範囲設定で切り取れます。

ＬＩＴＥ版

PC画面の撮影！

テキストや矢印、
線、
囲み、
ハイライトなど。

※ZEUS Bundle ボックス版 に付属。ZEUS RECORD/MUSIC/DOWNLOAD ボックス版 に LITE版を付属。

EDIT

動画を編集・変換！スライドショーも！

画像からスライドショーを作成！
画像を追加するだけで、
簡単にスライドショーを作成。トランジションやBGM設定にも対応した本格派。

全機能版

CMカットなど、
部分削除や分割・結合も簡単。欲しい場面を画面キャプチャできます。
回転･反転／再生速度･音量調整明るさ･コントラスト調整 他

ＬＩＴＥ版

使えるカット編集、補正機能搭載！

ファイル変換搭載。スマホ向け変換も便利！
集めた動画や音楽を、
例えばスマホ向けにファイル容量を小さくしてまとめて変換保存。
ビデオ向け、
オーディオ向け、
端末別にプロファイルを多数用意。
※ZEUS Bundle ボックス版 に付属。ZEUS RECORD ボックス版 に LITE版を付属。その他の製品でも機能追加可能。

付属ツール：

MEDIA PLAYER

動画・音楽・DVDを再生！
4Kやハイレゾ音源など、ほとんどの動画・音楽を再生できます。
Windows8以降で標準対応しなくなった、DVD再生もこれでOK！
※ブルーレイ再生対応版へのアップグレードも可能。

オプション： DVD

CREATOR

動画をまとめてDVDに！
変換スタジオ7 シリーズ「ディスククリエイター7 DVD」
人気の変換スタジオ7シリーズのDVD作成ソフト。4K・HD動画(AVCHD)などから簡単にDVDビデオを作成！
ZEUS RECORD や ZEUS DOWNLOAD で保存した動画をまとめてDVDに。
※ZEUS Bundle ボックス版 に付属。その他の製品でも機能追加可能。
※ブルーレイ作成へのアップグレードも可能。

※本ご案内は製品リリース前の情報です。掲載情報は変更になることがございます。最新情報は製品サイトをご確認下さい。
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シリーズ 機能比較表

11,852 4,862 4,340 2,037 4,340 2,037 4,340 2,037 3,000

円（税別） 円（税別） 円（税別） 円（税別） 円（税別） 円（税別） 円（税別） 円（税別） 円（税別）

PC画面録画 ※録画エリア指定可能
音声録音 ※マイク対応 LINE/Skype通話も

録画

録画時間 設定 ※録画開始後に持続時間設定

PC画面･カメラ

スケジュール録画 ※事前にタイマー予約
Webカメラ対応 (録画/タイマー録画)
録画中コメント編集 ※コメント・矢印など

ビデオ編集・変換

カット編集
(カット･クロップ･回転反転･再生速度･音量･画質)
動画・音楽ファイル形式変換
スライドショー作成 ※トランジション、BGM可
音声録音 ※システム音声・マイク対応
録音楽曲情報自動取得 ※録音が音楽の場合
楽曲情報(ID3タグ)検索／編集

音楽 録音・
ダウンロード

オーディオ波形編集･カット･結合
音楽CD抽出 (リッピング)／音楽CD作成
ユニバーサル音楽検索 (再生･ダウンロード)
ファイル形式変換／ビデオから音声抽出
録音時間設定 ※録音開始後に持続時間設定
スケジュール録音 ※事前にタイマー予約
URLダウンロード
Youtubeプレイリスト一括ダウンロード

Web動画
ダウンロード

ダウンロード管理
動画／音声のみ選択 ※音楽として保存可
ユニバーサル検索〜ダウンロード
内蔵ブラウザ検索〜ダウンロード
外部ブラウザ検知〜オートダウンロード
キャプチャ① (全画面/ウィンドウ/範囲設定)

画面キャプチャ

キャプチャ② (任意の範囲指定など)
スケジュール撮影 ※事前にタイマー予約
撮影画像コメント編集

シェア機能

iTunes音楽転送 (自動MP3変換)
SNSシェア
動画／音楽／DVD 再生

メディアプレイヤー

※4K･HD､ハイレゾ音源等あらゆる形式

BD 再生
DVD作成 ※ディスククリエイター7 DVD

オプションツール ブルーレイ作成 ※ディスククリエイター7 BD
※他にも変換等多数

簡易動画ダウンロード

※本ご案内は製品リリース前の情報です。掲載情報は変更になることがございます。最新情報は製品サイトをご確認下さい。
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動作環境 等
OS

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit/64bit)

CPU

1GHz 以上

メモリ

512MB以上 (4GB以上推奨)

インターネット接続

必要

その他

DirectX 9.0c以降必須、net.framework 4.0以降必須 ※未インストールの場合、製品と一緒にインストールします

※OS、VGAなどの各種ドライバーは最新のものをご利用ください

●注意事項 本製品は、Windows PC 1台にのみインストール可能です。複数のパソコンではご利用いただけません。
利用するパソコンを変更する場合には、サポート宛ご連絡ください。本製品のライセンスは、転売・譲渡無効です。
※著作権保護されたコンテンツに関する動作保障及び、サポート、質問への回答はいたしかねます。 製品ご利用の成果物
及びそのソースとなったファイルは、ユーザーの責任下において使用いただくものとします。 本製品の販売元、発売元及
び各プログラム開発元は、ユーザーの本製品の使用方法及び使用から発生したトラブル・損失・損害に対して、一切の責任
を負わないものとします。 著作権保護下の映像・画像・音声の個人的な視聴の範囲を超えた利用、及び著作権の侵害は法
律で禁止されています。 著作物の利用規約に従ってください。

対応形式
ASF
MOV
WMV

AVI
MP4

フレームレート／5〜60
解像度／ 任意
最大録画サイズ／ フルスクリーン
音源／ ①システムサウンド ②マイク ③両方

MP3

OGG

AAC
WAV

FLAC
WMA

編集・変換

音源／ ①システムサウンド ②マイク ③両方
音質／ 任意に設定可能

AAC

MP3

録音保存形式
MP3

OGG

AAC
WAV

音源／ ①システムサウンド ②マイク ③両方
音質／ 任意に設定可能

変換保存形式
AAC
MP3

AC3
M4A

FLAC
WAV

読込動画形式： 約100 種類

オーディオ波形編集：

出力プロファイル：

読込形式／約 30 種類
保存形式／録音保存形式に同じ

ビデオ／18グループ 全160 種類
オーディオ／13グループ 全 33 種類
端末／13グループ 全133 種類

FLAC
WMA

MP2
WMA

対応Webサイト

Youtube／ニコニコ動画／
FC2動画／Daylymotion 等

約1,300 サイト
(2017年7月時点、製品ページに詳細掲載)

動画保存形式
3GP
MP4

AVI
WEB

音声保存形式
AAC

FLV

MOV

画面キャプチャー 保存形式
BMP
PNG

GIF
TIFF

JPG

PDF

DVDビデオ作成

映像形式／ NTSC・PAL
ディスク／ D5（片面1層）
、D9（片面2層）
フォルダ／ TS
イメージ／ DVD - ISO

再生

音楽保存形式

ダウンロード 保存形式

画面撮影 ＤＶＤ

GIF
VOB

動画ダウンロ ード

FLV
MPEG

音楽

録画

動画保存形式

メディアプレイヤー再生対応

4K(UltraHD), FullHD, HD, 一般動画,
ハイレゾ音源, 音楽, DVD

MP3

※一部記載に、
有償オプションがあります。
※記載のファイル形式と合致する、全てのファイルの動作を保証するものではありません。
※ダウンロード機能は、
提供側の仕様変更等により、
ダウンロードできなくなる場合があります。対応サイトの全ての掲載動画のダウンロードを保証するものではありません。

資料： ZEUS MUSIC 検索性能の評価
ZEUS MUSIC

検索の例

競合製品 AO

（1秒以内に検索完了）

（5秒間の検索結果 *）

チャーリーパーカー

85,780曲

2,559曲

グレンミラー

63,765曲

5,845曲

Jerome Kern

4,339曲

1,219曲

52,471曲

1,297曲

704曲

443曲

17,405曲

1,295曲

ジョージガーシュウィン
いつか王子様が
クリフォードブラウン

左表は、
ZEUS MUSIC のユニバーサル検索で音楽検索をした
場合の検索結果と、
それに要した時間を、
競合製品と比較したもの。
ZEUS MUSIC では検索は 1秒以内に完了する。
競合製品では検索が完了するのに数分から数十分かかるため、
ここでは5秒間で検索できた数を計測している。
差の大きいものでは、
40倍以上も検索結果に違いがある。

※自社調べ

お問合わせ窓口
株式会社トランスゲート 営業 斎藤
製品情報ページ

saito@trans-gate.com

http://gemsoft.jp/zeus

※本ご案内は製品リリース前の情報です。掲載情報は変更になることがございます。最新情報は製品サイトをご確認下さい。
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資料： ZEUS シリーズ 操作画面例
ZEUSシリーズは、
統合プログラムを採用しています。
一部のオプションツールを除いて、
すべての機能を同一画面から操作可能です。
※以下の画面例は、
開発中のものです。製品版とは異なる部分があります。

〈 ZEUS RECORD の 画面例 〉
左図では、
付属のメディアプレイヤーを使って
再生中のDVDを録画しようとしている。
撮影範囲は任意だが、
プレイヤーの再生画面等は
範囲設定のマーカーを近づければ自動的に選択される。
また、
左図では録画中に製品のメイン画面が表示されて
いるが、
デフォルトは非表示。
このように、
画面に表示されているものは
すべて録画対象になる。
マイク音声にも対応している。

〈 ZEUS MUSIC の 画面例 〉
左図は、
ユニバーサル検索の使用例。
任意のキーワードから音楽を探す。
見つかった音楽は、
すぐに再生可能。
もちろんダウンロードできる。
もしもダウンロードできない場合でも、
録音機能を使って、
録音保存ができる。
録音機能は、
検索したものに限らず、
パソコンで再生できるものはすべて録音できる。
システム音声とマイクの両方に対応している。

〈 ZEUS DOWNLOAD の 画面例 〉
左図手前は、
内蔵ブラウザを使った検索例。
内蔵ブラウザの操作は、
通常のブラウザに同じ。
動画共有サイトで観たい動画を開くと、
左図のように
「Download」
ボタンが表示され
ダウンロードはこれをクリックするだけ。
左図後ろは、
ユニバーサル検索の例。
任意のキーワードから動画を探す。
検索結果は動画のみが並び、
すぐに再生可能。
もちろんダウンロードできる。
もしもダウンロードできない場合には、
ZEUS RECORD の録画機能を使えば、
録画保存ができる。

※本ご案内は製品リリース前の情報です。掲載情報は変更になることがございます。最新情報は製品サイトをご確認下さい。
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