
 

 

 
本リリースは株式会社ジャングルと株式会社ロイロの共同リリースです。 

両社から重複して配信されることがありますが、あらかじめご了承ください。 

 

報道関係者各位            ― 新製品のご案内 ―          2009年9月30日 株式会社 LoiLo 

Windows 7 マルチタッチ対応 

指でタッチしながら、かつてない感覚・スピードで動画編集！ 

『LoiLoTouch（ロイロタッチ）』 

～2009 年 10 月 22 日（木）発売開始～ 

2009年8月19日 - 株式会社 LoiLo（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：杉山浩二）は、Windows7マル

チタッチ対応画面に触れながら動画編集できるソフトウエア『LoiLoTouch（ロイロタッチ）』を2009年10月22日

（木）にLoiLoWebサイトよりダウンロード版を販売し、パッケージ版を株式会社ジャングル（本社：東京都文京区、代表取締

役社長 高田晃子 以下、ジャングル）より発売いたします。 

また本日、http://loilo.tvにて無料体験版の配布を始めます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※LoiLoTouch で画面に触れながら操作するには、マルチタッチ対応のディスプレイと Windows® 7 が必要です。 

<<<<「「LLoo ii LLooTToouu cchh（（ロロイイロロタタッッチチ））」」製製品品概概要要 >>>>   
『LoiLoTouch（ロイロタッチ）』は、GPU を駆使し滑らかなマルチタッチの操作性を実現、様々な動画再生・編集・出力

を快適に行なえる新感覚のビデオ編集ツールです。Windows® 7 のマルチタッチに対応。わずか 3 ステップの、直感的操

作で楽しみながら動画を編集できます。 

1）「触って」＝「再生」動画・音楽・写真を楽しむ。 

2）「投げて」＝「整理」大きな机の上に、思いのままに並べて、集めて整理整頓。 

3）「くっつける」＝「編集」ゲームのように楽しみながら動画を編集できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『LoiloTouch（ロイロタッチ）』 

http://loilo.tv/


 

  Windows® 7マルチタッチに対 応 ！タッチで全 ての操 作 ができる！  

最新の Windows® 7 から新たに実装されたマルチタッチに対応することで、タッチで全ての操作ができます。各

社から発売されているマルチタッチ・ディスプレイに対応しています。 

■ズーム、回転、整列 を 2 本の指で操作 

※マルチタッチ編集を行うには、次のシステムが必要です。 

●Windows Touch デバイス  ●Windows® 7 Home Premium 以降 

 

 

 

 

 

  タッチで選 ぶ  

LoiLoTouch は、自動で PC 内の動画・写真・音楽ファイルを探してきます。タッチ操作で好きな動画を選び、使い

たいシーンを囲むだけで、編集完了。 

  タッチで描 く  

動画に直接タッチするだけで、手書き文字や、かわいいスタンプ、モザイクなどのエフェクトを好きな場所に追加

でき、自分だけのオリジナル動画が作れます。 

 ■手書きの文字 や 動くアイコン が直接描ける 

 ■エフェクトを特定の場所に描いて追加できる 

 ■操作を記録してアナログ感覚でアニメーションを追加できる 

  タッチで集 める 

デスクトップで、二本の指を回転して、散らばったサムネイルファイルを集め整列させることができます。 

  タッチで拡 大 ・縮 小 ・回 転 ・移 動 ！  

動画・写真・テキストを直接タッチしで移動、二本の指を広げたり、回したりしながら好きな場所に配置。動画や写

真、テキスト、音楽を重ねても、処理は重たくなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出 来 上 がった作 品 を多 彩 に出 力 ！  

YouTube,DVD,動画ファイル、iPod などのデバイスへ、ワンタッチで出力。多彩な用途に対応します。 

  GPUを利 用 した快 適 性  

GPU テクノロジを活用して、AVCHD をはじめとしたフル HD（1920x1080 ピクセル）動画の軽快な再生、編集を

実現！ インテル® クリアー・ビデオ・テクノロジー / NVIDIA PureVideoHD / AMD UVD2 対応。 

NVIDIA CUDA エンコーダを使用した出力により、CPU でエンコードするよりも 10 倍のスピードでで完了します。

複数の動画も一気に楽々書き出すことが出来ます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

＊CPU: Intel Core 2 Duo E8200 @ 2.66GHz  GPU:GeForce GTX260 OS:Vista  Memory:2G にて計測 

<<<<商商品品情情報報 >>>>   

商品データ・価格表製品名 標準価格 （本体価格）  

LoiLoTouch（ロイロタッチ） パッケージ版 17,640 円 （ 16,800 円） 

LoiLoTouch（ロイロタッチ）ダウンロード版 11,800 円 (税込み)     

 

 商品情報ページ URL 

■『LoiLoTouch（ロイロタッチ）』製品紹介・販売ページ 

http://loilo.tv/ 

■ジャングル『LoiLoTouch（ロイロタッチ）』パッケージ製品紹介ページ 

http://www.junglejapan.com/LoiLoTouch/ 

■プロモーションムービー 

http://www.youtube.com/watch?v=EEOB_pi2brY&hd=1&rel=0  

● 発売日： 2009 年 10 月 22 日（木） 

 動作環境（『LoiLoTouch（ロイロタッチ）』 
●PC:メーカーサポートの PC/AT 互換機 ●OS:Windows® 7、Vista®、XP SP2 以降(32bit/64bit) ※Windows Vista®/XP へのインストール/起動には管理者(Administrator)

権限が必要です。Windows(R) Vista(TM)、XP SP2 以降(32bit/64bit で)はマルチタッチ機能はご利用になれません。ペン、マウス、シングルタッチでのご利用になります。 

●CPU:ATOM 1.6GHz 以降 ●GPU:PixelShader2.0 以上に対応したビデオカード ※マルチタッチ編集を行うには、以下のシステムが必要となります。 ・Windows Touch の

デバイス ・Windows® 7 Home Premium 以降 ●ハードディスク:150MB 以上 ●メモリ:2GB 以上 ●その他:インターネット接続環境(アップデータの適用に必要)、

Microsoft .NET Framework 3.5 以上 

【対応形式】●入力形式※1  

■動画:avi/mpg/mpeg/divx/wmv/mxf/flv/m2ts/mts/m2t/ts/mp4/mkv/vob/ifo/mod/tod/flac/ogm/ogv/ogg/vp6/rmvb/amv/ra/rm 

/ram/swf/smk/bik/asf  

■音声:mp3/wav/wma/oga/mka  

■静止画:jpg/jpeg/gif/アニメーション gif/tiff/tif/bmp/png/tga/dib/ dds/hdr 動画、静止画共にアルファチャンネルに対応しています。  

■QuickTime:QuickTime が対応する全ての形式 ・動画:mov/3g2/3gp/DV/flc/m4v/mp4/pct/アニメーション/Sorenson Video など  

・音声:m4a/aac/aiff/mp3/Apple Lossless Encoder など 

●出力形式(SD/HD 画質出力対応) ■動画ファイル:WMV/MOV(QuickTime が対応する全ての形式へ出力可能)/MP4※2/AVI(コーデックのインストールにより上記全ての形

式へ出力可能) ■静止画:JPEG/PNG ■デバイス向けファイル:DVD/携帯電話(3GP、3G2)※2/PSP(mp4、THM)※2/iPod/ iPhone/AppleTV(mp4)※2、PS3(mp4)※2 ■Web

アップロード:YouTube HD※2  ※1:該当するコーデックを、事前に PC へインストールする必要あり ※2:CUDA 対応 GPU を利用の場合、CUDA アクセラレーションによる

高速出力を利用可能 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://loilo.tv/
http://www.junglejapan.com/
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＜ 株式会社 LoiLo 概要 ＞ 

株式会社 LoiLo は超高速な動画処理を得意とし、直観的なインタフェースを開発する次世代ソフトウェア開

発会社。（株）バンダイナムコゲームスで経験を積んだグラフィックソフト開発者の杉山浩二と、（株）セガ出

身で2007 年には経済産業省傘下の（独）情報処理推進機構が運営する未踏ソフトウェア創造事業で「天才プログ

ラマー/スーパークリエータ」の認定を受けた杉山竜太郎の「杉山兄弟」が創業しました。 株式会社 LoiLo はこ

のほか、2007 年に、マイクロソフトのイノベーションアワード優秀賞を受賞。2009年には、未踏ビジネスプラン

コンテストにて最優秀賞受賞、天才プログラマー・スーパークリエータの頂点に立つ。本社は神奈川県藤沢市。 

URL：http://loilo.tv/ 

 

<株式会社ジャングル 概要＞ 

社名 株式会社ジャングル 

所在地 〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 3F 

設立 2000 年 1 月 

資本金 2 億円 

代表 代表取締役社長 高田晃子 

事業概要 パッケージ・ソフトウェアの企画・開発・販売、テーマサイトの開発・運営 

取扱製品 ウイルス対策ソフト（G Data）、はがき作成ソフト（筆ぐるめ）、システムユーティリティ（デー

タ抹消・復元の完全抹消、完全復元）、PDF 変換ソフト（変換！PDF）、携帯電話関連ソフト

（携帯マスター）、ビデオ編集ソフト、動画ユーティリティ、その他（節約プリント、デジタル類

語辞典、スーパーマップルデジタル）など 

 

本案件に関するお問合せ先： 

株式会社 LoiLo 担当：杉山竜太郎 

 URL: http://loilo.tv  Tel/Fax 050-7572-8089 e-mail: ryu@loilo.tv 

Address: 〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 4489 番 105 SFC-IV 211 

記事用画像データ・ダウンロードページ http://loilo.tv/vpo/pressJP.html 

 

株式会社ジャングル 広報 館岡宛 

TEL：03-3868-6680  FAX：03-3868-6676  E-mail：pub@junglejapan.com 

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 3F 

記事用画像データ・ダウンロードページ http://www.junglejapan.com/release/form.html  

 

●記載された会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。本品をライセンスされた内容以外の目的で使用する事は、法律

により堅く禁止されています。 ●製品の仕様などは予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。 

 

以上 
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