
 

 

 
2010 年 8 月 6 日 

 

『modo チュートリアルビデオ』 ３製品発売のお知らせ 

 

株式会社イーフロンティア(本社:東京都新宿区、代表取締役 : 安藤 健一)は、3DCG ソフトウェア modo の

チュートリアルビデオ「modo 401 SpotLight 日本語版/ダウンロード」、「modo Shadertree Essentials 日本語版/

ダウンロード」、「modo 実践チュートリアルビデオ インテリア編/ダウンロード」を 2010 年 8 月 6 日(金)に発売い

たします。 
 

  modo は、次世代アークテクチャー上で開発されたモデラー、ペイント、レンダラー、そして

アニメーションを一つのパッケージとして統合した 3D アプリケーションです。 

 

今回発売する「modo チュートリアルビデオ」は、modo の操作を動画でわかりやすく説明した

トレーニングビデオです。「modo チュートリアルビデオ」に収録されている動画は MP4, 

QuickTime 形式になっていますので、プラットフォームを選ばずに学習することができます。製

品には動画の他に各章で使用する modo のシーンファイルや、テクスチャーに使用する画像

ファイルなども集録されますので、途中の章から学習を始めることも可能です。 

 
 

 



 

 

『『『『modo 401 SpotLight modo 401 SpotLight modo 401 SpotLight modo 401 SpotLight 日本語版日本語版日本語版日本語版////ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード』』』』    

このビデオは modo 401 によるモデリング、質感の設定等、modo 全般の

機能を動画で説明するチュートリアルビデオです。マルハナバチをモチー

フに、modo の入門編として主要な機能やワークフローを学習することがで

きます。最新リリース "modo 401" で搭載された数多くの新機能ついても説

明しています。 

  収録動画内容収録動画内容収録動画内容収録動画内容 収録時間収録時間収録時間収録時間 (合計合計合計合計 2 時間時間時間時間 50 分分分分) 

ビデオ１ 

下絵を元に 3Dのモデルを作成する手順を紹介しています。modo

の柔軟なレイアウト機能や設定を利用して様々なコマンドにアクセ

スする手順を学ぶことができます。 

55 分 

ビデオ２ 

「ビデオ１」で作成したモデルにアニメーションを設定します。modo 

401の新機能「チャンネルリンク」や「インバースキネマティクス」を

設定することにより、複雑なアニメーションを簡単にコントロールす

ることができます。 

53 分 

ビデオ３ 

質感の設定、レンダリングを行います。プレビューレンダリングで

画像を確認をしながらシェーダーツリーで材質を設定することによ

り、大幅に作業工程を短縮できるでしょう。 

1 時間 2 分 

※収録されている動画は英語版のチュートリアルビデオ「modo 401 Spotlight Video」に日本語字幕を追加したものです。 

※演習で使用している modo のインターフェイスは英語版のものとなっております。 

 

 

 

『『『『modo modo modo modo Shadertree Essentials Shadertree Essentials Shadertree Essentials Shadertree Essentials 日本語版日本語版日本語版日本語版////ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード』』』』    

このビデオは 3 つの作例（ゲームコントローラー、ノートブックパソコン、

自然の風景）を使って、質感設定等シェーダーツリーの要素をわかりやす

く解説したチュートリアルビデオです。タイプの異なるシーンを例にしてい

ますので、さまざまなケースに合わせた効果的な質感の設定を学習するこ

とができます。 

  収録動画内容収録動画内容収録動画内容収録動画内容 収録時間収録時間収録時間収録時間 (合計合計合計合計 3 時間時間時間時間 49 分分分分) 

イントロダクション 
シェーダーツリーのユーザインターフェイス、マテリア

ル、シェーダーの仕組み等を説明します。 
23 分 

ビデオ１ 
ゲームコントローラを例に、材質の設定方法を説明し

ます。 
1 時間 9 分 

ビデオ２ 
ノートブックパソコンを例に、さまざまな材質で構成さ

れているモデルへの質感の設定方法を説明します。 
53 分 

ビデオ３ 
有機的なシーンを使用して、材質の設定、さまざまな

ライティングの方法を説明します。 
1 時間 24 分 

※収録されている動画は英語版のチュートリアルビデオ「Shadertree Essentials」に日本語字幕を追加したものです。 

※演習で使用している modo のインターフェイスは英語版のものとなっております。 



 

 

『『『『modomodomodomodo 実践実践実践実践チュートリアルビデオチュートリアルビデオチュートリアルビデオチュートリアルビデオ    インテリアインテリアインテリアインテリア編編編編////ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード』』』』    

    

「modo 実践チュートリアルビデオ インテリア編/ダウンロード」は、modo 

401 を使い内観パースの 3D モデルを作成する一連のオペレーションを

動画形式で分かりやすく解説した実践的なチュートリアルビデオです。リ

ニアワークフローの基礎から学ぶことができますので、このビデオで学習

する内容は実際の現場へすぐに反映させることができるでしょう。 

  収録動画内容収録動画内容収録動画内容収録動画内容 収録時間収録時間収録時間収録時間 (合計合計合計合計 3 時間時間時間時間 16 分分分分) 

ビデオ１ リニアワークフローを作業を行う上で必要な基礎知識を説明します。 11 分 

ビデオ２ 
インテリアのモデリングをしやすいよう操作系のカスタマイズを行い、

部屋のベースを作成します。 
58 分 

ビデオ３ 
カメラアングルを設定し、ライティングを行います。レンダリング設定を

調整し、自然な室内空間を表現します。 
54 分 

ビデオ４ 
ソファやテーブルなど家具、小物を配置し、本番のレンダリング設定

をおこないます。 
31 分 

ビデオ５ ライティングのバリエーションとして夕方のシーンを作成します。 42 分 

 

■商品情報 

名称 
modo 401 SpotLight 日本語版

/ダウンロード 

modo Shadertree Essentials 日本語版

/ダウンロード 

modo 実践チュートリアルビデオ 

インテリア編/ダウンロード 

JAN コード 4528992067147 4528992067130 4528992067154 

商品コード LXM4SLH141 LXM4SEH141 LXM4INH141 

税込標準価格 4,800 円 5,800 円 8,800 円 

発売日 2010 年 8 月 6 日（金） 

プラットフォーム Mac OS X /Windows 

メディア ダウンロード 

コピーライト 
© 2010 Luxology LLC., 

© 2010 e frontier, Inc. 

© 2010 HIBI coordination. 

© 2010 e frontier, Inc. 

言語 英語音声／日本語字幕 英語音声／日本語字幕 日本語音声 

 

■動作環境 

OS Mac OS X v10.4.9, v10.5, v10.6 / Windows XP SP2 以降, Vista, 7 

モニタ 1280×720 ピクセル以上 

その他 QuickTime 7.6 以降 

 

■関連製品 URL 
製品情報 http://graphic.e-frontier.co.jp/modo/401/video.html 

 

＜＜＜＜掲載用連絡先掲載用連絡先掲載用連絡先掲載用連絡先＞＞＞＞ 
株式会社イーフロンティア 

http://www.e-frontier.co.jp/ 

 

＜＜＜＜プレスプレスプレスプレスからのおからのおからのおからのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ＞＞＞＞ 
株式会社イーフロンティア 

〒162-0806 東京都新宿区榎町 43-1 神楽坂ビル 

広報担当 橋本／中村 

広報用メール：pr@e-frontier.co.jp 


