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リアルタイム 3D アニメーションツール
ドラッグ＆ドロップでキャラクタが動き出す。

[ アイクローン ファイブ ]

すばやくデザインおよび制作を行うための機能を備えたリアルタイム 3D アニメーションツール
キャラクタや小道具をシーンに追加するのも、プリセットのモーションを適用するのも、ドラッグ&ドロップ操作で実行できます。
わかりやすいユーザーインターフェイスでアニメーションの細部の調整も簡単に行えます。

Kinect で手軽にモーションキャプチャ
iClone5 は、
マイクロソフト社製品「Xbox 360 Kinect セ
ンサー」並びに「Kinect for Windows センサー」に、
いち早く対応した汎用 3DCG アプリケーションです。
iClone5 PRO と Kinect を組み合わせて使えば、自分の体
を動かすだけで 3DCG キャラクタをリアルタイムに動かす
ことができます。
つまり、モーションキャプチャスタジオを借りたり、マーカ
ーつきの専用スーツを着たりしなくても、リアルなモーショ
ンを作ることができます。※Windows 7 での利用を推奨

物理演算アニメーション

日本語版サンプルコンテンツ

iClone5 には新しくリジッ
ドボディとソフトボディの
シミュレーションが搭載さ
れました。物体の落下、衝
突、跳ね返りなどの動
き、ゴムやゼリーの
ような弾力特性
を精密に表現で
きます。

アニメ『こぴはん』に登場するキャラクタ
から「美柱沙弥」と「雲桐万年青」の 3D
データ 2 体が付属します。
3 月 29 日（木）までにダウンロード版、バ
ージョンアップ版、グレードアップ版を購入
した方、5 月 15 日（火）までに通常版ある
いはアカデミック版のパッケージを購入して
ユーザー登録した方に、
『こぴはん』キャラク
タ 7 体（9,800 円相当）をプレゼントします。
こぴはん ©2011 百天神社振興会／こぴはん製作委員会

動作環境 ■ 対応 OS：Windows 7 /Windows Vista / Windows XP（Service Pack 2 以降）32 ビットおよび 64 ビットのオペレーティングシステ
ムに対応（32 ビットプログラムとして動作）。 ■ CPU：Pentium4 2 GHz 以上（デュアルコア以上を推奨） ■ メモリ：1 GB 以上（ 2 GB 以上を
推奨） ■ ハードディスク：2 GB 以上の空き領域 ■ ディスプレイ解像度：1024 x 768 以上 ■ 色数：True Color（32 ビット） ■ グラフィック
スカード：DirectX 9.0c および Shader Model 3.0 に対応したもの （NVIDIA GeForce 8 以上/ATI HD 3000 シリーズ以上、Pixel Shader 3.0 互換
のカードを推奨） ■ ビデオメモリ：256 MB 以上（512 MB 以上を推奨） ■ その他：サウンドカード / キーボード / スピーカー。3 ボタンマウ
ス。WMV エクスポートのために DirectX 9 および WMEncoder 9 が必要。オンラインアクティベーション（ライセンス認証）のためにインターネッ
ト接続が必要。立体視コンテンツを見るには、立体視対応の表示機器および再生機器が必要。Kinect でモーションキャプチャを行うには、iClone5 PRO
と Mocap Device Plug-In、および Kinect for Windows または Xbox 360 Kinect センサー（Kinect センサーを初期型 Xbox 360 に接続するための
専用 USB /電源ケーブル付き）が必要（Windows 7 での利用を推奨）
。仮想マシンには非対応（Mac ユーザーは Apple 社の BootCamp を使用して
iClone5 をインストール可能）。対応 OS は、OS の開発元がサポートする期間内のみ動作を保証。

＜掲載用連絡先＞
株式会社イーフロンティア
http://www.e-frontier.co.jp/

＜プレスからのお問い合わせ＞
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
広報用メール： pr@e-frontier.co.jp

iClone5 製品一覧

発売日：2012 年 3 月 30 日（金）

税込標準価格

JAN コード

商品コード

商品名： iClone5 PRO 通常版

¥21,800

4528992075296

REIP50W111

商品名： iClone5 PRO アカデミック版

¥12,000

4528992075302

REIP50W311

ダウンロード版
iCone5 PRO Power Pack: iClone5 PRO 日本語版に、3D モデル変換ソフト「3DXchange4 PRO」と、ワンクリ
ックでクロマキーを作成する「popVideo Converter 2」をセットにしました。
iClone5 Standard: ダウンロード版のみの提供になります。iClone5 PRO に比べ、アニメーション編集機能の一部、
モーション編集機能の一部に制限があり、また、Mocap Device Plug-in が利用できません。詳しい機能比較は次の URL
をご確認ください。 http://www.e-frontier.co.jp/product/iclone/5/comparison.html

発売日：2012 年 3 月 9 日（金）

税込標準価格

JAN コード

商品コード

商品名： iClone5 PRO ダウンロード版

¥19,800

n/a

REIP50W141

商品名： iClone5 PRO Power Pack

¥39,800

n/a

REIP5PW141

¥7,800

n/a

REIS50W141

商品名： iClone5 Standard ダウンロード版

バージョンアップおよびグレードアップ
iClone 日本語版バージョン 3 以降をお持ちのお客様を対象に、バージョンアップ版およびグレードアップ版を優待価格
で販売します。バージョンアップ版およびグレードアップ版は、ダウンロードでの提供です。
バージョン3 以降のStandard 日本語版から： iClone5 PRO グレードアップ版、あるいはiClone5 Standard バージョンアップ版
バージョン 3 以降の PRO 日本語版から： iClone5 PRO バージョンアップ版

発売日：2012 年 3 月 9 日（金）

税込標準価格

JAN コード

商品コード

商品名： iClone5 PRO バージョンアップ版

¥10,000

n/a

REIP50W441

商品名： iClone5 PRO グレードアップ版

¥15,000

n/a

REIP50W541

¥4,800

n/a

REIS50W441

商品名： iClone5 Standard バージョンアップ版

教育機関向けライセンス
教育機関を対象とした、学校（キャンパス）の範囲内でご利用いただけるライセンスパックです。iClone5 PRO 教育ライセンスパッ
クには、iClone5 PRO 日本語版（Mocap Device Plug-in 付属）、3DXchange4 PRO 日本語版、popVideo Convertor 2 日本語
版、ガイドブック(iClone4 用 1 冊)、エッセンシャルコンテンツライブラリーが含まれます。教育ライセンスパック Full のインスト
ール可能台数は無制限、教育ライセンスパック 50 および 10 のインストール可能台数は、それぞれ 50 台および 10 台です。教育
ライセンス トレーニングは、教育ライセンス導入教育機関を対象に Reallusion 社の認定講師による 6 時間のトレーニングを行いま
す。
教育機関向けライセンスは、小学校、中学校、高等学校、専修学校、専門学校、大学（短大、大学院）、高等専門学校、教員研修を目
的に政府、自治体が設立した教育センター・教育研究所、公的な職業訓練センター、文部科学省所管の独立行政法人、公立の図書館
や博物館が対象となります。

発売日：2012 年 3 月 30 日（金）

税込標準価格

JAN コード

商品コード

¥1,260,000

4528992076927

REIP50W361

商品名： iClone5 PRO 教育ライセンスパック 50

¥787,500

4528992076934

REIP50W362

商品名： iClone5 PRO 教育ライセンスパック 10

¥210,000

4528992076941

REIP50W363

商品名： iClone5 PRO 教育ライセンス トレーニング

¥105,000

4528992076958

REIP50W391

商品名： iClone5 PRO 教育ライセンスパック Full

＜掲載用連絡先＞
株式会社イーフロンティア
http://www.e-frontier.co.jp/

＜プレスからのお問い合わせ＞
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
広報用メール： pr@e-frontier.co.jp

