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グラスバレー 新たなパーソナルコンテンツ管理ソフトウェア「Mync」を発表

グラスバレー株式会社（代表取締役：北山二郎、本社：兵庫県神戸市）は、ノンリニアビデオ編集ソ
フトウェアの最新バージョン EDIUS 8 に搭載された GV Browser （コンテンツ管理機能）に新たな
機能を追加し、3 月上旬より「Mync（ミンク）」として販売を開始します。Mync は、動画・静止画コン
テンツを効率的に管理し、活用するソフトウェアで、これらのコンテンツをお持ちの全ての方に最適
なツールです。ユーザーの二ーズに合わせて、二つのタイプが用意されています。
「GV Browser のみを購入したいという要望を、これまで数多くのお客様から頂いていましたが、
Mync の導入により、これらのお客様の声に応えることができることになりました。マーケットにさま
ざまなビデオフォーマットが溢れるなか、コンテンツを効率的に管理するには Mync のようなツール
が必要です。趣味からプロフェッショナルまで全ての方々に、快適でスピーディーなコンテンツ管理
を提供します。」（グラスバレー株式会社 代表取締役 北山二郎 談）
•

EDIUS Mync Basic は、強力なプレビュー機能とコンテンツの整理に特化し、さまざまな動
画フォーマットに対応しています。また、YouTube や Vimeo、Facebook などへのシェア機
能も搭載しています。期間限定で無料ダウンロードキャンペーンを実施します。

•

EDIUS Mync Standard は、デジタルフォトグラファー、Web コンテンツクリエイター、および
ビデオ編集の初心者に向けた製品で、優れた操作感を実現したストーリーボードビデオ編
集機能や、プロフェッショナルビデオフォーマットに対応した高度なコンテンツ管理機能など、
Basic バージョンに多くの機能が加えられています。期間限定で、キャンペーン特別価格
4,980 円（税抜）にてご提供します。

どちらのタイプも、高機能なメディアプレーヤーとして動作するだけでなく、コンテンツを自動的に整
理し、簡単に管理および共有する機能が提供されています。今後リリースされる EDIUS Pro 8 お
よび EDIUS Workgroup 8 のバージョンには、これまでの GV Browser にかわり、Mync Standard
がバンドルされます。
Mync は、2 月 23 日よりパシフィコ横浜で開催される「CP+（シーピープラス）2017」のキヤノン様ブ
ースとパナソニック様ブースにて先行展示を実施します。
Mync の詳細については、www.myncworld.com をご覧ください。
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