NEW VIDEO COMMUNITY

There have been a lot of changes with Contour as of late. One aspect of the “old Contour” that
we loved and hoped to bring back in some form was the Contour video community.
It is with great excitement that we are announcing that we have done just that. Today we have
launchedvideo.contour.com. There have been some major changes to how the community site
functions, we think for the better. Overall we are very excited, and we think that the user
experience for all of our customers will be better than ever.

WHAT IS THE NEW VIDEO COMMUNITY:


It’s a place for the Contour community to share their best Contour Videos.



It is where to go to see tips and tricks and learn to become a better videographer from Contour
and the community.



A great place to post all of your Youtube and Vimeo videos filmed with Contour

WHAT IT IS NOT:


We are no longer transcoding and hosting your video files. YouTube and Vimeo do a much
better job hosting videos than we ever could. We are getting out of the video hosting business so
we can focus on making the best cameras possible.



The video community is no-longer attached to storyteller (our desktop software). This means you
can choose to upload your videos where ever you want. This could be YouTube, Vimeo, or
another site. After you host your content somewhere you can choose to submit it to the Contour
site. It’s your content, you should decide what to do with it.
Submitting your content to the Video Community is easy. Instructions can be found here.

新しいビデオコミュニティー
最近、CONTOUR では様々な変化が起こっていますが、私たちが何らかの形で復活させたいと思っていた
「かつての CONTOUR」の⼀⾯というのが Contour video community でした。
ついにその実現をお知らせできることを⼤変喜ばしく思います。本⽇私たちは video.contour.com を
開始します。コミュニティーサイトの機能にはいくつか⼤きな変更がありますが、より使いやすくなっていると考
えております。私たちはお客様すべてのユーザーエクスペリエンスがよりよくなるととてもわくわくしております。
新しいビデオコミュニティーとは
・ best Contour Videos（CONTOUR で撮った最⾼の映像）をシェアするためのコミュニティー
・CONTOUR やコミュニティーからヒントや要領を得てより良い映像を作成できるようになるための場所
・CONTOUR で撮影し作成した Youtube や Vimeo のビデオ全てを投稿できる素晴らしい場所
ビデオコミュニティーでできないこと
・私たちはビデオのトランスコーディングやホスティングは⾏いません。Youtube や Vimeo の⽅が私たち
がかつて⾏っていたよりもはるかにホスティングに優れています。私たちはビデオホスティングビジネスから離れ
最⾼のカメラを作ることに注⼒していきます。
・ビデオコミュニティーは私たちのソフトである storyteller に付属するものではなくなりました。つまり、ビデオ
は YouTube や Vimeo など、好きなサイトにアップロードすることが可能になります。また、どこかにアップロ
ードした後で、CONTOUR サイトにアップロードする選択をすることも可能です。あなたのコンテンツはあな
たの⾃由にすることができます。
ビデオコミュニティーへのアップロードは簡単です。操作説明はこちらから。

HOW TO SUBMIT A VIDEO TO
VIDEO.CONTOUR.COM
If you have a video that you’d like to share with the Contour community and the world. Please
follow the simple steps below.

STEP #1 – UPLOAD YOUR VIDEO TO YOUTUBE OR VIMEO


To upload to YouTube you will first need a google account. click for more info



Once you have a google account uploading is fairly easy. If you get stuck refer to the
instructionshere.



Uploading to Vimeo is similar to YouTube. First you must create a vimeo account. Basic
interactions are available in Vimeo’s Help Center.

STEP #2 – CREATE AN ACCOUNT AT VIDEO.CONTOUR.COM



Visit video.contour.com/submit-video/



Or from video.contour.com click the signin button in the upper righthand corner.



Complete the right side of the registration form titled “create a free account”



This will log you in and allow you to submit videos to Contour.

STEP #3 – SUBMIT A VIDEO TO VIDEO.CONTOUR.COM


Once you are logged in to video.contour.com click the “add video” link in the upper right corner of
the site.



Fill out the form and complete with the web address (URL) of your YouTube or Vimeo Video.



Contour reviews all content that is submitted to the site. Please only submit content filmed with a
Contour camera, that contains no sex or nudity and that you have the full legal rights to.
We’re excited to see what you film!
Thanks!
Contour

ビデオの投稿の仕⽅
VIDEO.CONTOUR.COM
CONTOUR コミュニティーや世界中でシェアしたい映像があったら、下記の⼿順で投稿してください。
STEP1 YouTube または VIMEO（動画サイト）に動画をアップロード
・YouTube に動画をアップロードするには Google アカウントが必要です。
・Google アカウントさえ取得できれば、アップロードは⽐較的簡単です。わからない場合はこちらの説明を
参照下さい。
・Vimeo へのアップロードは YouTube と似ています。まず vimeo のアカウントの作成が必要になります。
基本操作の説明は Vimeoʼs Help Center で確認することができます。
STEP2 VIDEO.CONTOUR.COM でアカウントを作成
・video.contour.com/submit-video/にアクセス
・または、video.contour.com から、右上の sign in ボタンをクリック
・右側の“create a free account”というタイトルの登録フォームに必要事項を⼊⼒
・ログインができ、ビデオ投稿が可能になります。
STEP3 VIDEO.CONTOUR.COM に投稿
・video.contour.com にログインし、右上の“add video”をクリック
・フォームに必要事項と YouTube か Vimeo にアップロードしたビデオの URL を⼊⼒
・CONTOUR はサイトに投稿されたすべての動画をチェックしています。CONTOUR で撮影され、かつ性
的なものや裸体などが写っていない、あなたがすべての権利を所有している動画だけを投稿してください。
あなたの映像が⾒られるのを楽しみにしています！

