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かんたん 2 ステップで納得の仕上がり！
『デジカメ de!!ムービーシアター4』 2013 年 3 月 15 日 （金 ）発 売

株式会社筆まめ（本社：東京都港区、代表取締役社長：萩原義博）はこの度、エプソン販売株式会社より販売されておりまし
た『デジカメ de!!ムービーシアター3』を譲り受け、かんたんさ、使いやすさ、高機能はそのままに、筆まめブランドとして、よりユー
ザのニーズや SNS などの多様化したコミュニケーションツールに対応したフォトムービー作成ソフト『デジカメ de!!ムービーシアタ
ー4』として、2013 年 3 月 15 日（金）より発売します。
製品名

媒体
CD-ROM

デジカメ de!!ムービーシアター4
ダウンロード

対応 OS
Windows8
7/ Vista/ XP SP3

価格（税込）
\10,290
\7,770

発売日
2013 年
3 月 15 日（金）

デジカメ de!!ムービーシアター4 製品概要
『デジカメ de!!ムービーシアター4』は、デジカメで撮影した日常のシーンや特別な出来事を、写真と演出テンプレートを選ぶだけ
のかんたん 2 ステップでフォトムービーにできる、フォトムービー作成ソフトです。演出テンプレートは合計 70 種類をご用意して
います。さらにこだわって作りたい方は、エフェクト（演出効果）600 種類、フォント 30 書体、文字アニメーション 72 種類、写真加
工機能を自分の好きなように組み合わせて作成することができます。
できあがったフォトムービーは DVD 作成用、パソコン用、スマートフォン用、タブレット用や、YouTube、Facebook などの WEB 公
開用など、様々なファイル形式で出力できます。

■本件に関する読者のお問い合わせ先
インフォメーションセンター（日・祝日を除く 10：00～17：00） TEL：03-5216-2900
■本件に関する報道関係のお問い合わせ先
株式会社筆まめ マーケティング部 杉野/佐々木 pr-product@creo.co.jp
TEL：03-6414-6270 FAX：03-6414-6271 〒108-0014 東京都港区芝 4-5-10 カーニープレイス芝３階
株式会社筆まめ：http://www.fudemame.co.jp/ 筆まめネット：http://fudemame.net/
■詳細資料、画像は専用ページにご用意しています http://www.fudemame.co.jp/news/
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製品機能
■かんたん編集
使いたい写真と演出テンプレートを選ぶだけのわずか 2 ステップで、あっという間にプロが作ったようなフォトムービーが完成し
ます。選べる演出テンプレートは合計 70 種類。演出テンプレートに合わせて、自動的に演出効果や BGM が設定されます。BGM
は自分で好きなものを選ぶこともできます。
演出テンプレートは合計 70 種類！

かんたん 2 ステップでフォトムービーが完成

イメージクリップ

フォトギャラリー

デコラティブ

完成！

ダイジェスト
①写真を選ぶ

シンプル

②演出テンプレートを選ぶ

■こだわり編集
写真、エフェクト（演出効果）、テロップ、BGM をタイムライン上にドラッ
グ＆ドロップし、自分の好きなように組み合わせて使うことができます。
エフェクトの開始・終了時間や、2 つのエフェクトの重なり、BGM に合
わせた切り替えなど、0.01 秒単位で調整できます。
エフェクト
600 種類のエフェクトを収録。音楽の盛り上がりに合わせてエフェク
トのタイミングを切り替えることができます。オープニングやストーリ
ーの区切りで使用するタイトルバック用のエフェクトや文字がスクロ
ールするエリアを確保したエンドロール用エフェクトも収録されてい
ます。

エフェクト
テロップ
BGM

基本エフェクト

ダイジェスト

タイトルボード

エンドロール

写真加工
写真の不要な部分の切り抜き、写真の重要な部分が演出の中心
になるような注目エリアの設定、セピアやモノトーン、オールドフィ
ルム風、ソフトフォーカス、キャンバス素材などの加工をかけること
ができます。
文字アニメーション
72 種類の文字アニメーションを収録。文字には、写真に重なっても
読みやすい縁取りや影がつけられます。 映像や音楽にあわせて、
好きなタイミングで好きな位置に複数の文字が配置でき、タイミン
グも調整できます。映画のエンドロールのような演出も可能です。

フォント
映画字幕のような「FD キネ丸ボールド」をはじめ、和文 10 書体欧文
20 書体を収録し、使うフォントでも雰囲気を変えることができます。
BGM
作曲家による BGM は 60 曲。音楽の一部だけを使いたい場合には、
時間を指定してフェードイン・フェードアウトで一部だけ抜き出した
自然な BGM が流せます。場面によって BGM を変えたい場合には、
複数の BGM を組み合わせて再生することも可能です。

セピア

不要な部分の切り抜き
キャンバス素材
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■多様な出力に対応
最大 1920px×1080px の HD 高画質に対応し、大画面でもきれいなフ
ォトムービーが楽しめます。DVD 作成用、パソコン用、スマートフォン
用、タブレット用や、YouTube、Facebook などの WEB 公開用に、
MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV、AVI など多様な出力に対応して
います。作りたいものから選べるわかりやすい画面で操作も迷いませ
ん。作成した DVD は大切な人へのプレゼントに最適です。

動作環境

対応 OS(日本語版)

Microsoft Windows 8(64bit 版/32bit 版)※
Microsoft Windows 7(64bit 版/32bit 版)※
Microsoft Windows Vista(64bit 版/32bit 版)※
Microsoft Windows XP SP3 以上(32bit 版)
※64bitOS では WOW64 モードで動作します。

コンピュータ本体

Windows が正常に動作するパーソナルコンピュータ

CPU

1GHz 以上のプロセッサ（2.0GHz 以上推奨）

必要メモリ

Windows 8：1GB 以上必要(64bit 版の場合は 2GB 以上必要)
Windows 7：1GB 以上必要(64bit 版の場合は 2GB 以上必要)
Windows Vista：1GB 以上必要(Home Basic の場合は 512MB 以上必要)
Windows XP：256MB 以上必要
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのメモリが必要になる場合があります。

必要ディスク容量

ディスクドライブ

700MB
※ Windows がインストールされているドライブに 240MB 以上の空き容量が必要です。
※ご利用の環境、使用するデータによってはさらに多くのディスク領域が必要です
CD-ROM ドライブ(ダウンロード版は不要)
※DVD-Video の作成には書き込み可能な DVD ドライブが必要です。

ディスプレイ

画面の解像度：1024×768 以上、色数：16 ビットカラー以上

対応画像形式

JPEG、BMP、TIFF、PNG、GIF、PSD※1

対応入力音声形式

WAV 形式、MP3 形式、WMA 形式
※チャネル数: モノラル／ステレオ
サンプル周波数: 8kHz／11.025kHz／22.05kHz／44.1kHz／48.0kHz
サンプルビット数: 8bit／16bit
※デジタル著作権管理（DRM）が適用された音声データは使用できません。

出力形式

MPEG-4※1、MPEG-2、MPEG-1、AVI、WMV、DVD-Video 形式（NTSC）※2

DVD-Video 出力機器

DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW ドライブ ※2

注意事項

※1：QuickTime7 以降がインストールされている必要があります。
※2：本製品同梱の「TMPGEnc DVD Author 3 for デジカメ de!!ムービーシアター4」 がインストールされてい
る必要があります。
Copyright・商標

Copyright 2013 FUDEMAME CO.,LTD.
・TrueType フォント「AR ～ 」は、ARPHIC TECHNOLOGY 社製です。
・TrueType フォント「DynaFont(DFP～）は、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
・Microsoft®Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。
・Microsoft®,Windows®,Windows Vista®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。
・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 は米国及びその他の国々で登録された商標です。
・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
企画・開発・販売
株式会社筆まめ
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会社概要
【株式会社筆まめ】 http://www.fudemame.co.jp/
株式会社筆まめは、パッケージソフト製品の代表格「筆まめ」シリーズの企画・開発・販売をはじめ、DTP ソフト「パーソナル編集長」シリー
ズ、地図ソフト「プロアトラス」シリーズなどの製品・サービスを展開し、それらを個人向け製品や、法人向けライセンス製品として提供してい
ます。
重要
このリリースに記載された製品の仕様およびサービス等は、予告なく変更または中止されることがあります。

