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録画万能・音楽万能・ダウンロード万能
神ソフト「ZEUS」シリーズ 第二弾 降臨！
ジェムソフトは、Windowsに対応した強力な録画・音楽・ダウンロードソフトを、ZEUSシリーズとして、
2017年6月23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

ZEUS

ゼウス レコード

ゼウス ミュージック

RECORD
PC画面を
ビデオ録画！
録画エリアを指定、何でもそのまま録画！

ZEUS

MUSIC

DOWNLOAD

音楽検索！
録音・ダウンロード！

動画検索！
ダウンロード！

欲しい音楽すぐ発見！

ゼウス ダウンロード

欲しい動画 すぐ発見！

〈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、
外部接続カメラ/マイクからの録画録音 等々

独自の音楽専用 強力検索機能 を搭載！

独自の動画専用〈強力検索機能〉を搭載！

録音orダウンロードで確実に保存！

ダウンロードできる！ 精度大幅UP！

万能再生ソフト(DVD対応) 付属！

万能再生ソフト(DVD対応) 付属！

PCで聴ける音声、全て保存！

対応Webサイト：約1,300サイト

(2017年5月時点確認済、詳細ホームページ記載)

万能再生ソフト(DVD対応)付属！

型番：GG-Z002

型番：GG-Z003

型番：GG-Z004

JAN：4562279366028

JAN：4562279366035

JAN：4562279366042

希望小売価格

4,340円（税別）

希望小売価格

4,340円（税別）

希望小売価格

4,340円（税別）

製品サイト

製品サイト

製品サイト

gemsoft.jp/zeus002

gemsoft.jp/zeus003

gemsoft.jp/zeus004

※本ご案内は、製品リリース前の情報です。掲載情報が変更になることがございますので、予めご了承ください。
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ゼウス レコード

ZEUS Record
希望小売価格

4,340円（税別）

録画万能〜PC画面をビデオ録画

対応：Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

型番：GG-Z002

JAN：4562279366028

ZEUS < 神 > レコーダー登場！
パソコン画面をそのまま録画！ 映像もプレゼンもゲーム実況も！ 超高性能でも簡単操作！
◆ PC画面に表示された映像は「なんでも」録画

・Tube、ニコ動、FC2等のWeb動画、ストリーミング・実況録画に最適

◆ 簡単操作で録画！

・エリア指定(全画面／ウィンドウ指定／必要部分囲み)して録画
・マウス操作やマイク入力に対応、TV会議やプレゼン、ゲーム実況に
・外部カメラ、タイマー対応

◆ 高画質録画

・ハイレゾ、フルフレーム対応
・２時間録画しても音ズレなし

◆ シンプルな動画編集機能

・CMカット等、部分削除・分割・結合に対応
・明るさやコントラスト、音量調整等

◆ DVD再生可能！メディアプレーヤー付属

▲ 使用例）付属のメディアプレイヤーを使って、DVD再生画面を録画

ゼウス ミュージック

ZEUS Music
希望小売価格

4,340円（税別）

音楽万能〜音楽検索･録音･ダウンロード

対応：Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

型番：GG-Z003

JAN：4562279366035

ZEUS < 神 > ミュージック登場！
探してる音楽をすぐ発見！即ゲット！ 録音･ダウンロード精度大幅アップ！ 超高性能でも簡単操作！
◆ 強力な検索機能

・欲しい音楽をフリーワードで世界中から検索！
邦楽・洋楽を問わず、聴きたい曲を高品質でゲット

◆ 録音/ダウンロード

・検索後、ワンクリックで録音又はダウンロード
・再生デバイスに最適な形式で保存、後からの変換も可能
・録音時、無音認識による自動分割に対応

◆ ビデオから音声抽出

・ビデオファイルを音楽ファイルに変換可能

◆ 楽曲情報自動取得

・曲名・アルバム名・アーティスト名を自動認識

◆ iTunesへ音楽転送対応

・検索、編集機能も搭載

◆ 音声編集機能を搭載

◆ DVD再生可能！メディアプレーヤー付属

▲ 使用例）ユニバーサル検索､検索結果からワンクリックで録音･ダウンロード

※本ご案内は、製品リリース前の情報です。掲載情報が変更になることがございますので、予めご了承ください。
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ゼウス ダウンロード

ZEUS Download
希望小売価格

4,340円（税別）

ダウンロード万能〜動画検索･ダウンロード

対応：Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

型番：GG-Z004

JAN：4562279366042

ZEUS < 神 > ダウンローダー登場！
探してる動画をすぐ発見！ 即ゲット！ ダウンロード精度大幅アップ！ 超高性能でも簡単操作！
◆ 検索機能が強力！

ユニバーサル検索：独自の検索機能で、世界中から目的の動画を見つける！ 広告などに邪魔されず、直接ダウンロード！
ブラウザー内蔵：いつも使っている検索エンジンや動画サイトを開いて検索！自動検知！「ダウンロード」ボタンをクリック！

◆ 基本性能大幅アップ！

・ダウンロードがより高精度で確実、高速、高品質になりました。※当社比

◆ 簡単に直感的に操作できます！

・フレンドリーな操作画面ですぐに操作ができます

◆ 大量一括ダウンロード

◆ iTunesへ転送対応

◆ DVD再生可能！メディアプレーヤー付属

▲ 使用例）内蔵ブラウザを使うと、動画に「ダウンロード」ボタンを表示

▲ 使用例）ユニバーサル検索、フリーワードで目的の動画を探せます

※ZEUSシリーズは、シリーズで共通の画面構成を採用しており、シームレスな作業が可能です。
※購入タイトルに合わせて、機能が「製品版」となります。ライセンスを追加購入することで、後から「製品版」機能にできます。

動作環境
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

登録時及び製品利用時に必要

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

※本ご案内は、製品リリース前の情報です。掲載情報が変更になることがございますので、予めご了承ください。
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シリーズ 機能比較表

ビデオ編集

タイマー制御

録画中コメント編集

カット編集(カット/クロップ/回転反転/再生速度/音量/画質)
音声録音・楽曲情報自動取得

音楽 録音・
ダウンロード

楽曲情報(ID3タグ)検索/編集
録音終了設定(持続時間)

オーディオ波形編集･カット･結合
タイマー制御

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(楽曲プレイ･ダウンロード)
マイク録音制御
URLダウンロード

ファイル形式変換

ビデオから音声抽出

Youtubeプレイリスト一括ダウンロード

ダウンロード

ユニバーサル検索(ダウンロード)

画面キャプチャ

スクリーンキャプチャ(静止画､範囲自由指定)

シェア機能

iTunes音楽転送(自動MP3変換)

メディアプレイヤー

4K､ハイレゾ音源等あらゆる動画･音楽形式／DVD 再生

オプションツール

ブルーレイ作成／DVD作成／動画･音楽変換 他

付属

ＤＯＷＮＬＯＡＤ

Webカメラ対応

録画終了設定(持続時間)

ＺＥＵＳ

画面録画／音声録音

画面録画

は、試用版をご提供。後からライセンス追加可能。

ＺＥＵＳ
ＭＵＳＩＣ

※

ＺＥＵＳ
ＲＥＣＯＲＤ

シリーズ 機能比較･早見表

内蔵ブラウザ検索(ダウンロード)

外部ブラウザ監視(オートダウンロード)

ダウンロード管理

SNSシェア

メディアプレイヤー ※ZEUSシリーズ共通

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。DVDにも対応、
Windowsで標準対応しなくなった、
DVD再生もこれでOK！

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。掲載情報が変更になることがございますので、予めご了承ください。
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