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REXCEED-LT-G2 シリーズは、ラップトップならではの機動力と EDIUS が
誇る編集能力で、ノンリニア編集の作業効率を飛躍的に向上させる EDIUS ワ
ークステーションです。17 インチディスプレイの REXCEED-X17LT-G2 と
15 インチディスプレイの REXCEED-X15LT-G2 がラインナップされ、ご使
用の環境に合わせて選んでいただくことができます。

EDIUS 搭載ノンリニア編集ワークステーション
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、
様々な現場で、着実な実績を積み上げてきました。
その中でもラップトップタイプのREXCEEDは、ラ
ップトップならではの機動性と EDIUS の強力な編
集能力を活かし、ノンリニア編集ワークフローの可
能性を更に広げる編集システムとして多くの導入先
で活躍しています。

17 インチモデル REXCEED-X17LT-G2 と15 イ
ンチモデル REXCEED-X15LT-G2 の 2 種類がラ
インナップされ、両モデルとも高速なデータ転送が
可能な Thunderbolt 2、USB 3.0 端子を搭載し
ています。最新の第 4 世代 Core プロセッサ、SSD
システムストレージ、16GB メモリを採用してお
り、XDCAM や P2、AVCHD などのフォーマット
もストレスなく編集することができます。

実績を誇る EDIUS の業務向けエディションであ
る EDIUS Elite 7 の最新バージョンをプリインスト
ールしています。64-bit にネイティブ対応し、プロセ
ッサのパワーを最大現に引き出すことで、高速で安
定した編集を行うことができます。XDCAM や P2 と
いった業務用フォーマットや高品質コーデッ
ク Grass Valley HQX も安定して入出力すること
ができ、新旧含めた様々なフォーマットを快適に編集
することができます。GV STRATUS や K2 といった

Grass Valley ソリューションとの連携にも優れ、素材
共有や時差編集など、大規模なファイルベースシステ
ムを構築することも可能です。

ED IUS  では、プロキシ編集や持ち出し編集
にも対応しています。これらの機能を使用す
ることで、外出先でのオフライン編集とオン
ライン編集をスムーズに連携させることがで
きます。また、GV STRATUSや K2 といっ
た Grass Valley ソリューションとの連携にも優
れ、素材共有や時差編集など、快適なノンリニア編
集ワークフローの構築することができます。

Thunderbolt 2 や USB 3.0 などの高速インター
フェイスを搭載することで、より追い込んだ制作も
可能になり、最大限に制作時間を節約できるスムー
ズなワークフローを構築することができます。さら
に両モデルに搭載されている EDIUS では、インテ
ル Ⓡ クイック・シンク・ビデオによる高速出力も使
用することができ、Blu-ray への出力やプレビュー
ファイルの作成なども高速に行うことが可能です。

専用コールセンターや故障時の代替機送付や搭載部
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。通常 １ 年のサポート期間を最
高 5 年まで延長できるオプションもご用意していま
す。

REXCEED-X17LT-G2
REXCEED-X15LT-G2
Non-linear Editing Laptop Workstation



REXCEED-X17LT-G2/REXCEED-X15LT-G2 Non-linear Editing Laptop Workstation

KEY FEATURES

COMPARISON

•  EDIUS 搭載ノンリニア編集ラップトップワークステーション
 – 17 インチモデル - REXCEED-X17LT-G2
 – 15 インチモデル - REXCEED-X15LT-G2

•  高速インターフェイスを搭載
 – Thunderbolt 2
 – USB 3.0

•  最新の第 4 世代 Core プロセッサ
•  SSD システムストレージ
•  16GB メモリ
•  Blu-ray ディスクドライブ
•  マルチメディアスロット - SD カード / Express カードなど

•  業務用ノンリニアビデオ編集ソフト EDIUS Elite 7 搭載
 – 64-bit ネイティブ対応
 – 様々なフォーマットに対応 - XDCAM / P2 / Grass Valley HQX / M
XF / H.264 / AVCHD など
 – インテル Ⓡ クイック・シンク・ビデオ対応
 – プロキシ編集、持ち出し編集対応
 – GV STRATUS や K2 などGrass Valley ソリューションとの連携

•  フル HD ディスプレイ
•  安心の保守サービス

インテル Ⓡ クイック・シンク・ビデオによる AVCHD 高速エンコード
AVCHD や H.264 を実時間以内で高速出力するこができます。

REXCEED-X17LT-G2
OS: Microsoft Windows 7 Professional 
64bit SP1
プロセッサ: 4コア 8スレッド
メモリ: 16GB
ストレージ:
システム： 256GB SSD
データ： 500GB HDD

光学ドライブ: Blu-ray ディスクドライブ
ディスプレイ: 17.3 インチ （最大解像度
1920 × 1080）
インターフェース:
ディスプレイ： D-SUB × 1、DisplayPort × 1
ネットワーク： RJ-45 （10BASE-T/ 
100BASE-TX/1000BASE-T) × 1
Thunderbolt： Thunderbolt 2 × 1
USB: USB 3.0 （チャージ） × 1、 
USB 3.0 × 2、USB 2.0 × 1
サウンド： ステレオミニ (マイク入力/ ヘッドフ
ォン出力コンボポート) × 1
メディアスロット： SD カード × 1、スマートカー
ドリーダー × 1、Express カード (Express 
カード/34、54 対応) × 1

無線LAN: IEEE802.11a/b/g/n/ac WLAN 
WiFi準拠、CCX準拠
Bluetooth: Bluetooth Ver.4.0 準拠
電源: AC100-240V、47～63Hz
消費電力: 最大200W
バッテリ駆動時間: 最大約8時間 （標準バッテリ）
バッテリ充電時間: 約2.5時間 （電源オフ時）、 
約3～5時間 （電源オン時）
動作温度/相対湿度: 0℃～35℃ （光ドライブ非
書き込み時）/5℃～35℃ （光ドライブ書き込み
時）/10％～90％ （結露なし）
外形寸法:
横幅： 416 mm
奥行き： 272.7 mm
高さ： 34 （前部） ～40 （後部） mm

* 突起物含まず

重量: 約4kg

REXCEED-X15LT-G2
OS: Microsoft Windows 7 Professional 
64bit SP1
プロセッサ: 4コア 8スレッド
メモリ: 16GB
ストレージ:
システム： 256GB SSD
データ： 500GB HDD

光学ドライブ: Blu-ray ディスクドライブ
ディスプレイ: 15.6 インチ （最大解像度
1920 × 1080）
インターフェース:
ディスプレイ： D-SUB × 1、DisplayPort × 1
ネットワーク： RJ-45 （10BASE-T/ 
100BASE-TX/1000BASE-T) × 1
Thunderbolt： Thunderbolt 2 × 1
USB: USB 3.0 （チャージ） × 1、 
USB 3.0 × 2、USB 2.0 × 1
サウンド： ステレオミニ (マイク入力/ ヘッドフ
ォン出力コンボポート) × 1
メディアスロット： SD カード × 1、スマートカー
ドリーダー × 1、Express カード (Express 
カード/34、54 対応) × 1

無線LAN: IEEE802.11a/b/g/n/ac WLAN 
WiFi 準拠、CCX 準拠
Bluetooth: Bluetooth Ver.4.0 準拠
電源: AC100-240V、47 ～ 63Hz
消費電力: 最大150W
バッテリ駆動時間: 最大約11時間（標準バッテリ）
バッテリ充電時間: 約2.5時間 （電源オフ時）、約
3～5時間（電源オン時）
動作温度/相対湿度: 0℃～ 35℃ （光ドライブ非
書き込み時）/5℃～35℃ （光ドライブ書き込み
時）/10％～90％ （結露なし）
外形寸法:
横幅： 381.5 mm
奥行き： 257 mm
高さ： 30.5 （前部） ～35.5 （後部） mm

* 突起物含まず

重量: 約3.4kg

付属品
•  AC アダプタ
•  電源コード
•  バッテリ
•  アプリケーション CD / DVD 類
•  保証書、ユーザー登録書類

付属ソフトウェア
•  EDIUS Elite 7 （インストール
済み）

•  QuickTitler （インストール済み）
•  EDIUS Elite (DVD 付属)
* EDIUS Elite 7 と EDIUS Elite との同時インストール
はできません。

REXCEED-X17LT-G2
型番 ： REXCEED-X17LT-G2
価格（税別） ： 998,000 円

REXCEED-X15LT-G2
型番 ： REXCEED-X15LT-G2
価格（税別） ： 798,000 円

SPECIFICATIONS

PACKAGE CONTENTS

ORDERING
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※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 30 秒 1分 30 秒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24秒

約16秒

・ 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、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 ・ XDCAM、XAVC、XAVC S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 ・ 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2015年1月現在のものです

・ 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


