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SST G1シリーズ 本体価格 税込価格 データエクスポートオプション 本体価格 税込価格

SST G1　Pro　基本編集機能 30 DCP(Interop/TI Ver1.1)用XMLファイルのエクスポート .xml ¥1,000,000 ¥1,100,000

¥300,000 ¥330,000 31 ¥1,000,000 ¥1,100,000

　　年間保守費（初年度無料） ¥100,000 ¥110,000

32 iTTエクスポート（ルビ・縦字幕対応） .itt ¥272,728 ¥300,000

　 ・多重起動　・.sdbファイルと映像ファイルの自動紐付機能 33 IMSC1.1エクスポート （W3C仕様準拠 / Netflix社仕様準拠） .xml ¥500,000 ¥550,000 New!

 　・sdb検索機能 ・最終チェック機能 その他オプション 本体価格 税込価格

34 校正機能 　※ジャストシステム社のJust Right!5～7と指摘情報出力オプションが ¥148,000 ¥162,800

インストールされていることが前提となります。

   ・Avid Sub Cap(.txt) ・Adobe Encore(.txt+.tif) ・Apple DVD Studio Pro(.stl+.bmp)用字幕のエクスポート 35 SST G1 Dub オプション 法人ライセンス Proオプション ¥250,000 ¥275,000

　 ・CASTファイルのエクスポート　 ・.itt（iTunes用字幕ファイル）のエクスポート  　・srt(SubRip　Text)のエクスポート Netオプション ¥250,000 ¥275,000

対応映像フォーマット＝MPEG1・MOV（h.264、AAC）・MP4（h.264、AAC）・WMV（G1モードのみ） 個人ライセンス Proオプション ¥100,000 ¥110,000

¥34,800 ¥38,280 Netオプション ¥80,000 ¥88,000

2 Net SST G1（初回60日チケット付き） ¥59,800 ¥65,780 Lite2オプション ¥120,000 ¥132,000

Net SST G1　365日チケット ¥35,760 ¥39,336

3 SST G1 Lite2（初回365日チケット付き）　※個人ユーザー限定製品 ¥198,000 ¥217,800

SST G1 Lite2　365日チケット ¥19,800 ¥21,780 フォント価格表
4 SST G1 Dub 法人ライセンス ¥300,000 ¥330,000 フォント会社 フォント名/書体 本体価格 税込価格

個人ライセンス ¥200,000 ¥220,000 1 CANVASs CANVASs UD丸ゴシックTVフォント（JIS90規格） ¥120,000 ¥132,000

SST G1 Dub 365日チケット 法人ライセンス ¥19,800 ¥21,780 2 CANVASs CANVASs UD丸ゴシックTVフォント（JIS2004規格） ¥120,000 ¥132,000

個人ライセンス ¥14,800 ¥16,280 3 CANVASs CANVASs UD丸ゴシックTVフォント（DCP年間ライセンス） ¥100,000 ¥110,000

高等編集オプション 本体価格 税込価格 4 CANVASs CANVASs UD丸ゴシックTVフォント（動画配信用年間ライセンス） ¥100,000 ¥110,000

5 CANVASs CANVASs UD丸ゴシックDVDフォント（JIS90規格） ¥120,000 ¥132,000

5 ¥190,000 ¥209,000 6 CANVASs CANVASs UD丸ゴシックDVDフォント（JIS2004規格） ¥120,000 ¥132,000

7 CANVASs CANVASs UD丸ゴシックDVDフォント（DCP年間ライセンス） ¥100,000 ¥110,000

高等編集オプション＜ばら売り＞ 本体価格 税込価格 8 CANVASs CANVASs UD丸ゴシックDVDフォント（動画配信用年間ライセンス） ¥100,000 ¥110,000

6 フォントエッジの種類、サイズカラーの設定 ¥40,000 ¥44,000 9 CANVASs CANVASs 韓国語TVフォント ¥100,000 ¥110,000

7 カーニング・レディングの調整、検索属性指定 ¥40,000 ¥44,000 10 CANVASs CANVASs 韓国語DVDフォント ¥100,000 ¥110,000

8 文字の自由位置 ¥80,000 ¥88,000 11 CANVASs CANVASs 欧文TVフォント(英語･フランス･ドイツ･イタリア･スペイン･ロシア･ポルトガル) ¥100,000 ¥110,000

9 フェードイン・フェードアウト ¥30,000 ¥33,000 12 CANVASs CANVASs 欧文DVDフォント(英語･フランス･ドイツ･イタリア･スペイン･ロシア･ポルトガル) ¥100,000 ¥110,000

10 マスク ¥30,000 ¥33,000 13 ARPHIC 中国語　簡体字 ※購入前の表示確認要 ¥130,000 ¥143,000

データインポートオプション 本体価格 税込価格 14 ARPHIC 中国語　繁体字 ※購入前の表示確認要 ¥130,000 ¥143,000

11 ¥98,000 ¥107,800 15 ARPHIC マイナー言語各種 1書体（お問い合わせください） ¥130,000 ¥143,000

12 スクリーンサブタイトリングファイルのインポート .pac ¥98,000 ¥107,800 ※購入前の表示確認要

13 EBUファイルのインポート  .stl ¥98,000 ¥107,800 16 方正 中国語　簡体字 ¥130,000 ¥143,000

14 ¥198,000 ¥217,800 17 方正 中国語　繁体字 ¥130,000 ¥143,000

15 SRTファイルのインポート　.srt ¥98,000 ¥107,800

データエクスポートオプション 本体価格 税込価格

16 ビデオトロン・ラムダファイルのエクスポート、Netflix Capのエクスポート .txt/.jxw + .evt/.evn/.eve  | .cap ¥98,000 ¥107,800

17 スクリーンサブタイトリングファイルのエクスポート .pac ¥98,000 ¥107,800

18 DVD　SONIC（シナリスト）フォーマットのエクスポート .tif + .sst/.son ¥98,000 ¥107,800

19 DVD　パナソニックフォーマットのエクスポート .tif + .nav/.spinfo ¥98,000 ¥107,800

20 Blu-ray　SONIC（シナリスト）フォーマットのエクスポート .png + .xml ¥250,000 ¥275,000

21 Blu-ray　パナソニックフォーマットのエクスポート .png + .spi ¥250,000 ¥275,000

22 EBUファイルのエクスポート .stl ¥98,000 ¥107,800

23 DV2000フォーマットのエクスポート　.usf/.scr + .uyc ¥190,000 ¥209,000

24 CANVASs Open Subtitle file format のエクスポート　（EDIUS6,6.5 / Cambria / Avid Nolio)　.tif＋.txt ¥190,000 ¥209,000

25 AAFエクスポート  ( Premiere Pro / Final Cut Pro7) .aaf + .tif/.png ¥190,000 ¥209,000

26 　　・AAFエクスポート用EDIUS向けオプション  .aaf + .tif/.png　※既にAAFエクスポートをお持ちの場合 ¥70,000 ¥77,000

27 　　・AAFエクスポート用Avid Media Composer向けオプション   .aaf + .tif/.png　※既にAAFエクスポートをお持ちの場合 ¥300,000 ¥330,000

28 AAFエクスポート＋EDIUS向けオプション  ( Premiere Pro / Final Cut Pro7 / EDIUS) .aaf + .tif/.png ¥260,000 ¥286,000

29 ¥440,000 ¥484,000
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   ・字幕テキストの入力・削除

年間保守費（初年度無料）

   ・スポッティング機能・Bトラック　字幕番号の振り直し

   ・見直し用リスト・申し送りリスト・プロジェクトファイルのエクスポート

   ・ルビ・イタリック・傍点・組文字・表示位置・行配置の設定

SST G1シリーズ　字幕制作システム　価格表

   ・Blu-ray Sirius Blu フォーマットのエクスポート　・WebVTTファイルのエクスポート

フェードイン・フェードアウト　　マスク

CASTファイルのインポート .cast

ビデオトロン・ラムダファイルのインポート .txt/.jxw + .evt/.evn/.eve  | .cap

DCP(SMPTE)用XMLファイルのエクスポート .xml

AAFエクスポート＋Avid Media Composer向けオプション  ( Premiere Pro / Final Cut Pro7 / Avid Media Composer) .aaf + .tif/.png

カーニング・レディングの調整　検索属性指定　文字の自由位置

フォント・エッジの種類・サイズ・カラーの設定


