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EDIUS搭載ノンリニア編集ターンキーシステム「REXCEED」
は、放送局やケーブルテレビ局、プロダクション、ブライダル、企
業、官公庁、学校など、多種多様な現場で、着実な実績を積み上
げてきました。その最新モデルである「REXCEED-X150V」
は、従来までの速度、快適さ、クオリティを継承し、安定性と使い
勝手の良さを追求したミドルレンジ向けオールインワン編集シス
テムです。

前モデルから筺体を刷新し、REXCEEDシリーズ初となる2TB
の大容量ストレージを搭載しました。また、インテルⓇ クイック・シ
ンク・ビデオへの対応やUSB 3.0端子の搭載により、高速なファ
イルベースワークフローを構築することも可能です。

ノンリニア編集ソフトには、多くの導入実績を誇るEDIUSの業務
向けエディション「EDIUS Elite 7」の最新バージョンをプリイン
ストールし、64-bitネイティブ対応による更なる速度と安定性を
得ることができます。また最新バージョンでは、XAVCやXAVC 
Sの入出力も既にサポートされており、今後続々と登場してくる
最新カメラにも素早く対応していくことができます。

ビデオアウトボードには高品質なHDMI出力を持つグラスバレー
製HDMI出力ボードを搭載。業務用モニターやテレビなどで最終
品質と同じ映像を出力しながら、作品制作を進めていくことがで
きます。

BUSINESS CASE
• 柔軟なラインナップを揃えるREXCEEDシリーズの最新モデル

• シリーズ初となる2TB大容量ストレージを採用

• インテルⓇ	クイック・シンク・ビデオによるH.264高速エンコード

• インテルⓇ	XeonⓇ	プロセッサーを搭載し、安定した制作環境を提供

• 64-bitに最適化した業務用ノンリニアビデオ編集ソフトウェア
「EDIUS	Elite	7」を搭載し、快適なリアルタイム編集能力を実現

• XAVC、XAVC	S、AVC-Ultraなどの最新フォーマットに対応

• グラスバレー製高品質HDMI出力ボードを搭載し、最終品質と同じク
オリティでのモニタリングが可能

• USB	3.0やBlu-rayによる高速大容量アーカイブに対応

• 「GV	 STRATUS」や「K２」などに対応し、グラスバレーによるトー
タルソリューションを実現

• グラスバレーの保守サービスにより安定・安心の運用を実現

REXCEED-X150V
ノンリニア編集ターンキーシステム

REXCEEDシリーズは、個人制作の小規模な制作環境から、放送局やプロダクションといった大規模編集
システムにまで、幅広く対応できる編集ターンキーシリーズです。ラップトップタイプとデスクトップタイプ
を揃え、様々なニーズが考えられるノンリニア編集ワークフローを柔軟にサポートします。
新たにラインナップに加わった「REXCEED-X150V」は、ミドルエンド向けデスクトップ型ノンリニア編集
ターンキーシステムです。大容量ストレージ、優れた編集能力、グラスバレー製HDMIビデオ出力ボードな
どを備え、充実したEDIUS制作環境を整えることができます。
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REXCEED-X150V

R E X C E E D - X 1 5 0 V は、大 容 量ストレージを搭 載し、優 れた編 集 機 能を発 揮 す
る、EDIUSでの制作に最適なミドルエンド向けノンリニア編集ターンキーシステム
です。

ハイパフォーマンスなオールインワン編集システム

インテルⓇ クイック・シンク・ビデオに対応した第四世代の64-bit 
XeonⓇ プロセッサー（4コア、8スレッド）や8GBメモリといった
安定感のあるスペックに加え、REXCEEDシリーズ初となる大容
量2TB（RAID-0）のデータストレージやBlu-rayドライブ、高速
なデータ転送が可能なUSB 3.0端子など、膨大なデータ量を日
々扱うファイルベースの編集業務に必要な能力を完備していま
す。64-bitに最適化した「EDIUS Elite 7」で快適にリアルタイ
ム編集、編集結果はグラスバレー製HDMIビデオ出力ボードの出
力でリアルタイム高品質プレビュー、そしてインテルⓇ クイック・
シンクビデオによる高速H.264エンコードでBlu-ray作成、とい
うように、一連のワークフローを「REXCEED-X150V」1台で、
素早くスムーズに実現することができます。　

高速なデータ交換

USB 2.0端子やIEEE1394b 端子以外に、高速なデータ入出
力が可能なUSB 3.0端子を計4個（前面×2、背面×2）搭載して
います。従来までのUSB 2.0と比較して約10倍の最大5Gbps
のデータ転送速度を持つUSB 3.0 を使用することで、外部から
の素材の持ち込みや編集データのバックアップなど、外付けスト
レージを利用する際の接続性が大幅に向上します。

安心の保守サービス

専用コールセンターや故障時の代替機送付、搭載部品故障時の
無償保証などが含まれる、プロフェッショナルサポートパックが標
準で付属し、快適な運用をサポートします。

快適な制作環境を提供する「EDIUS Keyboard Ⅲ」が付属

「EDIUS Keyboard Ⅲ」は人間工学に基づいて設計され、疲れ
にくく使用感の良いキータッチを実現しています。また、EDIUS
のショートカットキーが色分して表示されているので、EDIUSで
の編集をよりスピーディーにおこなえるようになります。

KEY FEATURES
•	 安定したパフォーマンスを発揮するワークステーション	：

	—プロセッサー	：	インテルⓇ	XeonⓇ	4コア（8スレッド）
	—メモリ	：	8GB
	—データストレージ	：	2.0TB	RAID-0
	—USB	3.0対応

•	 ミドルエンド向け編集ターンキーシステム
•	 EDIUS	Elite	7を搭載	：

	—64-bit	ネイティブ対応
	—XAVC、XAVC	S、AVC-Ultraなどのコーデックに対応
	—新開発MPEG-2エンコーダーによる高速・高画質エンコード
	—XDCAMやP2のネイティブ編集
	—ガウシアンブラー、トランスフォームフィルターの搭載
	—オーディオビットストリームパススルー（Dolby-E/AC3）

•	 グラスバレー製ビデオ出力ボードを搭載	：
	—HDMI出力
	—アナログオーディオ出力
	—YCbCr出力による最終品質でのプレビューが可能

•	 GV	STRATUSやK2等のグラスバレーソリューションに対応
•	 安心の保守サービス	：	

	— 	専用コールセンター
	—故障時の代替機送付
	—搭載部品故障時の無償保証

※1920x1080 59.94i AVCHD の 1 分の素材を出力

※お使いの環境や編集内容により結果が異なる場合があります。

インテル ® クイック・シンク・ビデオ使用時のエクスポート時間の比較

0 秒 15 秒 30 秒 1分15 秒45分 1分

クイック・シンク・ビデオ
使用時

約1/5に短縮

ソフトウェアエンコード
使用時

約1分15 秒

約17 秒
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EDIUS ELITE 7 / HDMI OUTPUT BOARD

業務向けビデオ編集ソフトウェア「EDIUS Elite 7」

「EDIUS Elite 7」は、HDWSシリーズやREXCEEDシリー
ズなどのEDIUSターンキーシステムに搭載されている業務用
ノンリニアビデオ編集ソフトウェアです。「EDIUS Pro 7」のテク
ノロジーをベースに、業務用途で必要となる機能を充実させ、放
送局やケーブルテレビ局、プロダクション、ブライダルなど、あら
ゆるプロフェッショナルな現場で最高のパフォーマンスを発揮す
るように開発されました。64-bitネイティブ対応となった他に、デ
コードやエンコード処理速度の向上、XAVCなどの最新コーデッ
クへの対応、新開発MPEG-2エンコーダーによるXDCAMフォ
ーマットの高速/高画質出力、ワイプなどの作成が容易になるトラ
ンスフォームエフェクトなど、多彩な機能が搭載されています。ま
た、「GV STRATUS」や「K2」といったグラスバレーソリューシ
ョンとの連携、ネットワーク編集環境の構築、時差編集への対応
など、従来までの機能も安定して使用することができます。

編集入力

ネットワーク編集

ディスクレコーダー
「T2」

カメラ
「LDX Series」

メディアクライアント
「K2 Summit」

インジェスト / オンライン端末
「HDWS シリーズ」

オンライン / オフライン端末
「REXCEED シリーズ」

オンライン / オフライン端末
「REXCEED LT シリーズ」

変換 / 転送サーバー
「EDIUS XRE」

素材管理システム
「GV STRATUS」

素材サーバー
「K2-SAN」

K2 SAS STORAGE

K2 SAS STORAGE

K2 SAS STORAGE

出力

ディスクレコーダー
「T2」

メディアクライアント
「K2 Summit」

グラスバレーソリューション

グラスバレー製高品質HDMI出力ボード

HDMI出力を搭載したグラスバレー製ビデオ出力ボードを搭
載しています。EDIUSのタイムライン映像を、音声と完全な同
期を実現しながら出力することができます。HDMI入力が可能
な業務用モニタやテレビ、PCモニタなどで映像を確認しなが
ら、EDIUSでの編集を進めていくことが可能です。グラスバレー
製ビデオ出力ボードよるビデオ出力は、一般的なグラフィックボ
ードとは異なり、YCbCr表示が可能です。これによりモニタやテ
レビなどで表現される正確な色を見極め、限りなく作り込んでい
くことができます。
他にも24p対応や
アナログオーディオ
対応など、一般的な
グラフィックボード
にはないプロフェッ
ショナルな制作環境
を整えることができ
ます。

フォント&タイトラーバンドルキャンペーン

「REXCEED-X150V」を期間内に購入し、応募用紙にて申込
みいただいた方に、フォントワークス社のフォント「LETS（放送
業界向け仕様）」、Videostar 社のタイトラー「VisTitle for 
EDIUS」をご提供します。詳細はお問い合わせください。

LETS（放送業界向け仕様） ・・・ 放送用に安心して使用できる許
諾、豊富な書体ラインナップの年間ライセンス製品です。※２年
以降は有償での更新となります。

VisTitle	for	EDIUS	…	海外でも頻繁に利用されるタイトラー
のEDIUS対応バージョンです。3Dパーティクルなどの表現も可
能です。
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ABOUT GRASS VALLEY

・ 神戸本社 ： 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー 19階
・ 東京本部 ： 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-12-8
・ ホームページ ： http://www.grassvalley.jp/
・ お問い合わせ ： http://www.grassvalley.jp/ask

● 取扱代理店

Join the Conversation at GrassValleyLive 
on Facebook, Twitter, and YouTube.

SPECIFICATIONS

OPTION INFORMATION

PACKAGE CONTENTS

ORDERING INFORMATION

PRODUCT PHOTOS

・ 本製品にディスプレイ等は含まれません ・ 予告なく仕様または外観の一部を変更することがあります ・ 当社製品の名称はGrass Valley. Belden Inc.,の商標または登録商標です ・ Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国
およびその他の国における登録商標です ・ Intel、インテル、Xeon、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です ・ QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセ
ンスに基づいて使用される商標です。QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録された商標です ・ XDCAM、XDCAM EX、XAVC、XAVC S、SxSは、ソニー株式会社の商標です ・ P2、AVC-Ultra、AVC-Intraはパナソニック株式会社の商標
です ・ HDVはソニー株式会社と株式会社JVCケンウッドの商標です　・ その他の商品名は各社の商標または登録商標です　・ 本製品を利用して他人の著作物の録音・録画をする場合、特定の場合を除き著作権者から許諾を得る必要があります。ま
た、本製品を利用して作成・複製・編集される著作物またはその複製物につきましては、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承ください　・ 表示価格はメーカー希望小売り価格(税別)です　・ 本書は2014年7月現在のものです

グラスバレー製ビデオ出力ボードハードウェア仕様

映像出力 HDMI HDMI × 1※1 （YCｂCr 4:2:2 or RGB 4:4:4）

音声出力
HDMI LPCM 8ch （24bit/48kHz）※2

アナログ
オーディオ

ピンプラグ × 2 （ステレオ1系統）、アンバランス 2ch （2Vrms）

*1 接続機器がYCｂCr 4:2:2に対応している場合はYCｂCr 4:2:2で、RGB 4:4:4にしか対応していない場合は
RGB 4:4:4で出力します。

*2 実際の出力チャンネル数は接続機器が受信可能なチャンネル数に制限されます。

EDIUS SANKIT-2000 
型番： EDIUS SANKIT2000  価格： ￥298,000（税別）

• EDIUS Elite 7 （プリインストール）
• Quick Titler （プリインストール）
• EDIUS Keyboard Ⅲ （USB） × 1
• 日本語109Aスタンダードキーボード （USB） × 1
• 光学式スクロールマウス （USB） × 1
• 電源ケーブル × 1
• 3-2極アース付き変換アダプタ × 1
• ピンプラグ（RCA × 2）-ミニステレオプラグケーブル × 1
• IEEE1394b 9ピン-9ピンケーブル

• アプリケーションCD/DVD類、保証書、ユーザー登録書類
* DVI-DisplayPort変換ケーブルは付属しません
* IEEE1394a変換ケーブルは付属しません

型番： REXCEED-X150V  

価格： ￥798,000（税別）

RoHS対応: ○

ワークステーション本体仕様

OS Microsoft Windows 7 Professional 64-bit SP1

プロセッサー 4コア （8スレッド）

メモリ 8GB

システムストレージ 500GB （HDD）

データストレージ 2TB （1TB HDD × 2 / RAID-0）

光学ドライブ Blu-ray ディスクドライブ × 1

ネットワーク RJ-45 （10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T） × 1

USB
USB 3.0 × 4 （フロント × 2、リア × 2）、
USB 2.0 × 6 （フロント × 2、リア × 4）

IEEE1394b※1、2 IEEE1394（9ピン） × 2 （リア × 2）

サウンド
ラインイン × 1、ラインアウト × 1、マイク（モノラル） × 2、
ヘッドフォン × 1

PS/2 ミニDIN6ピン × 2

電源 AC 100 - 240V、50/60Hz

消費電力 最大400W

動作温度/湿度範囲 5℃～35℃ / 8％～85％ （結露なし）

外形寸法 170（W） × 422（D） × 399（H） ｍｍ （ゴム足、突起物含まず）

重量 約11.8kg

*1 IEEE1394接続における出力は動作保証対象外です。
*2 9ピンタイプのIEEE1394bです。6ピンもしくは4ピンタイプのIEEE1394aで使用する場合は、別途コネクタ

やケーブルが必要です。


