
コンピューター本体・Windows®の基本操作については、お使いのコンピューターに付属の取扱説明書を
ご覧ください。
本取扱説明書では一例をもとに説明しています。説明内容および画面が実際とは異なる場合があります。

取扱説明書
オーサリングソフト

DVDfunSTUDIO 2.6
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DVDfunSTUDIOの特長 /必要な動作環境

起動の前に

DVDfunSTUDIOの特長 /必要な動作環境

特長

DVDfunSTUDIOは、動画ファイルをお好みの順序で配置し、DVD-Videoフォーマットに変換して DVDのディスクに
記録するオーサリングソフトウエアです。動画ファイルを配置し、ページの背景やリンクボタンなどをお好みの画像に
替えて DVD R/RWディスクに書き込めます。チャプターメニューを付与することもできます。
本書では DVDfunSTUDIO が記録の対象とする DVD のディスクを DVD R ディスク、DVD RW ディスク、または左記 2 
つを合わせて DVD R/RW ディスクと記載します。
また、ディスクタイプを限定する場合、DVD-R ディスク、DVD-RW ディスクと記載します。

動作環境

対応パソコン：
IBM® PC/AT互換機
• PC/AT互換機以外の PCでの動作は保証しません。
• NEC PC-98シリーズとその互換機では動作保証しません。
• Macintoshには対応していません。
対象 OS：

Microsoft® Windows® 2000 Professional*1（Windows® 2000 Service Pack 4を導入していること）
Microsoft® Windows® XP Home Edition（Windows® XP Service Pack 2を導入していること）
Microsoft® Windows® XP Professional（Windows® XP Service Pack 2を導入していること）
Microsoft® Windows VistaTM Home Premium
Microsoft® Windows VistaTM Home Basic
*1: DirectX® 9.0cが必要です。DirectX® 9.0c以降がインストールされていない場合は、アプリケーションのインストール時に

DirectX® 9.0cがインストールされます。
• 64ビット OSには対応していません。

CPU：
Intel® Pentium® III 800 MHz以上（互換 CPUを含む）
ハードディスク：
• Ultra DMA-33以上で DMA設定が有効になっていること。
• インストール時に必要な空き容量：200 MB 以上
空き容量が書き込むデータ容量の約 1 倍以上あること。
8 cmの DVD R/RWディスク 1枚分のデータを書くためには、最大で約 1.4 GBの空き容量が必要です。
12 cmの DVD R/RWディスク 1枚分のデータを書くためには、最大で約 4.7 GBの空き容量が必要です。
また、12 cm の DVD R DL（2 層）ディスク一枚分のデータを書くためには最大約 8.5 GB の空き容量が、8 cm の
DVD R DL（2層）*1を書くためには約 2.6 GBの空き容量が、それぞれ必要となります。
*1:本バージョンは 8 cmの DVD-R DL（2層）ディスクに対応しています。

• 圧縮設定は使用しないこと。
圧縮設定をしていると、書き込み時にエラーが発生します。（ハードディスクドライブのプロパティで［ドライブを
圧縮してディスク領域を空ける］のチェックマークを外してください。）
搭載メモリー：

Windows® 2000/XP： 256 MB以上　
Windows Vista： 512 MB以上（1 GB以上を推奨）
ビデオ機能：

1024× 768 ピクセル、中（16ビット）または HighColor（16ビット）以上（DirectDraw®オーバーレイ対応）
ビデオメモリー 4 MB 以上
サウンド：

Windows互換サウンドデバイス（DirectSound®対応）
インターフェース：

USB 2.0（A タイプ・ハイスピード対応）
必要なソフトウェア：

Microsoft® DirectX® 9.0c、Acrobat® ReaderTM 5.0以降
※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

•以前のバージョンの DVDfunSTUDIOと本バージョンの DVDfunSTUDIOの 2つのバージョンの DVDfunSTUDIOは共存するこ
とはできません。
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起動時の留意点
DVD ドライブを使用する他のアプリケーションや、録画やMPEGエンコードなどCPU使用率が高く大量のメモリーを
消費するアプリケーションを同時に動作させないでください。
本ソフトウェアを起動中に以下のことを行わないでください。以下のことを行うと正しく書き込みができず、
DVD R/RWディスクを破損するおそれがあります。
• パソコンや DVDドライブの電源を切ったり、パソコンを再起動したりする。
• ユーザーを切り替えたり、ログオフしたりする。
• 画面設定の変更などをする。
• スクリーンセーバーやスタンバイ、休止状態などの省電力機能を使用する。（省電力機能を自動実行するように設定
している場合は、解除しておいてください。）
以下のことを行うと正しく書き込みができません。また外付けハードディスクを破損するおそれがあります。
• 外付けハードディスクの接続コードの抜き差しや、電源の入／切をする。
転送速度の遅いインターフェース（USB1.1等）で外付けハードディスクドライブを接続したり、アクセス速度の遅い
外付けハードディスクドライブを使用したりするとデータの転送が間に合わずに書き込みに失敗することがありま
す。
ネットワークで接続された他のパソコンの共有ドライブなどを素材データの表示フォルダや作業ドライブに設定しな
いでください。
本ソフトウェアは、パソコンの管理者権限をもつユーザーでのみ起動することができます。
(Windows® 2000/XPの場合 )
本ソフトウェアは、Guestユーザーでは使用することができません。(Windows Vistaの場合 )
本ソフトウェアに関連するファイルやフォルダの変更や削除を行わないでください。本ソフトウェアが正常に動作し
なくなります。
インストール時に自動選択された DVDfunSTUDIOの言語（日本語・英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペ
イン語、簡体中国語の７言語のいずれか）以外の文字入力は保証しておりません。
本ソフトウェアは、システム時刻が以下の範囲に設定されている場合でのみ動作します。
1971年 1月 1日 0時 00分～ 2037年 12月 31日 23時 59分
この範囲外の場合、起動できなかったり、正常に動作しないことがあります。

DVDビデオカメラを USB 接続してお使いの場合について

DVD ビデオカメラとパソコンの USB 接続の方法や USB接続時の留意点などにつきましては、DVD ビデオカメラ本体
付属の取扱説明書をご参照ください。

DVDビデオカメラの電源は ACアダプターをご利用ください。
DVD ビデオカメラ内の DVDディスクがアクセスされている間は、PC 接続ケーブルを抜かないでください。PC 接続
ケーブルはアクセスが終了していることを確認してから抜いてください。
USBハブを経由した接続や、パソコンのフロントパネルやキーボードにあるUSB端子にDVDビデオカメラを接続した
場合、パソコンから DVDビデオカメラが認識されないなどの現象が発生することがあります。その際はパソコンのリ
アパネルの USB端子に接続してご使用ください。
以下の機器をご利用の場合の動作は保証いたしません。

DVDビデオカメラの一部のモデルは書き込みドライブとして使用できません。詳しくは本体機器の取扱説明書を参照
してください。

動作保証外機器
DZ-MV100シリーズ、DZ-MV200シリーズ、DZ-MV300シリーズ、DZ-MV500シリーズ
VDR-M10、VDR-M20、VDR-M30、VDR-M50、VDR-M70
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使用可能なディスク
本ソフトウエアは、12 cmと8 cmのDVD R/RWディスクおよび12 cmと8 cmのDVD R DL（2層）*1に書き込みができま
す。DVD-RAMディスクは使用できません。
*1:本バージョンは 8 cm DVD-R DL（2層）ディスクに対応しています。
本ソフトウェアでは DVD-Audioや VideoCD、miniDVDを作成することはできません。

＜ディスクの取り扱いについて＞
DVD R/RWディスクの取り扱いについては、パソコン本体や DVDドライブの説明書もご覧ください。ディスクを汚し
たり、傷つけたりすると、書き込みや読み取りができなくなりますのでご注意ください。
DVD対応ドライブとDVD R/RWディスクの相性によっては正しく認識できなかったり、書き込みができなかったりす
る場合があります。パソコン本体や DVDドライブの説明書もご覧のうえ、推奨のディスクをお選びください。

＜ドライブの準備＞
DVD R/RWディスクに書き込む場合はDVDドライブが必要です。本ソフトウェアを起動する前にDVDドライブを接続
し、未使用の DVD Rディスク、または初期化した DVD RWディスクをセットしておいてください。
本ソフトウェアを起動し、メニューの［ツール］→［環境設定］で環境設定パネルを開き、［出力設定］で書き込みド
ライブを選択してください。
［書き込み速度］欄下部に図のようなメッセージが表示された場合、お使い
のドライブは本ソフトウェアが対応していないドライブです。本ソフト
ウェアが対応していないドライブで書き込みをする場合の動作は保証して
おりません。その場合は出力設定を［HDD］に変更し、イメージを HDDに
作成後、お客様がお使いのドライブが対応しているライティングソフトで
書き込みを実行してください。

DVDビデオカメラを書き込みドライブに設定しているときは、［ ］ボタ
ンが表示されます。DVDビデオカメラからディスクを取り出すときは［ ］
をクリックするか、エクスプローラーの取り出しを選択してください。
DVD RW ディスクの初期化のしかたについては、“画面各部の名称と機能”
（→ 38ページ）をご覧ください。ただし、初期化を行うと DVD RWディス
クに保存されているすべてのデータが消去されます。必要なデータがない
かよくご確認のうえ、初期化を行ってください。また、初期化をする際に
［完全消去］を選んだ場合は、初期化が完了するまでに最長で約１時間かか
ります。（完了までの時間はドライブの速度に依存します。）
ただし、DVDビデオカメラを書き込みドライブに設定している場合は、［完全消去］を選択することはできません。
DVDドライブを複数台接続している場合は、ドライブが正しく認識されないことがあります。

＜書き込み速度について＞
DVDドライブや DVDのディスクに記載されている書き込み速度（2倍速、4倍速など）は最高速度を示しており、実際
の書き込み速度ではありません。（実際の書き込み速度はドライブとディスクの組み合わせや使用状況により異なりま
す。）

＜再生用 DVDプレーヤー＞
本ソフトウェアで作成したDVDディスクはすべてのDVDプレーヤー・ゲーム機・DVDレコーダでの再生を保証するも
のではありません。
本ソフトウエアで作成したDVD R/RWディスクは、利用したディスクの種類に対応したDVDプレーヤーやゲーム機で
再生してください。
利用したディスクの種類に対応したDVDプレーヤーとDVDに対応したゲーム機でも、発売時期の古い機種をお使いの
場合や書き込んだデータの種類によっては再生画面が小さい、細長い、画面の一部が表示されないなど、正常に再生
できないことがあります。
2層ディスクの場合、DVDプレーヤーによっては 1層目から 2層目に切り替わるポイントで一瞬映像が静止したり、音
声がミュートすることがあります。

＜その他＞
本ソフトウェアで作成したディスクは DVDビデオレコーダーで追記できません。
DVDビデオレコーダーで記録された未ファイナライズディスクには追記できません。
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書き込み時の留意点
お客様が編集・記録されたものを、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
ノート型パソコンをご使用の場合は、AC電源を接続してください。バッテリーのみでのご使用時には正しく書き込み
ができないことがあります。
受信状態の悪いテレビの録画映像などの動画ファイルを、本ソフトウェアでディスクに書き込んだ場合、音声と映像
の同期がずれることがあります。
本ソフトウェアで DVD R/RW ディスクに書き込む場合、データ容量によっては変換に数時間かかることがあります。
また、ディスクの書き込み終了までには、更に数時間かかることがあります。
DVD-Videoディスクを作成する（ハードディスクや DVD R/RWディスクに書き込む）ときに、ムービーの最後の 0.5秒
程度が短くなることがあります。
［音声設定］で［LPCM］を選択した場合は、書き込み後の音声のデータ容量が約 7 倍に増加するため、元の MPEG2形
式のファイルが DVD R/RW ディスクの 1 枚分の容量（4.7 GB）に満たない場合でも、1 枚のディスクへの書き込みが
できないことがあります。
1枚の DVD R/RWディスクに書き込むことができるデータの長さ（再生時間）
関連アプリケーション（DVD-MovieAlbumSE、MotionDV STUDIO（別売））で作成した 1 種類のファイルを、
DVDfunSTUDIOで取り込んでディスクに書き込む場合の、再エンコードせずに 1枚の DVD R/RWディスクに書き込
むことができるデータの長さを下記に示します。
• 下記の表は、12 cm DVD R/RWディスクでの目安です。

DVD-MovieAlbumSEで作成した MPEG2ファイルの場合
MPEG音声または Dolby Digital音声にて DVD-RAMに取り込んだ場合の各モードにおける書き込み時間です。

*1:ビデオビットレートが 8 Mbpsを超える場合、音声設定で［LPCM］は選択できません。

MotionDV STUDIOで作成した MPEG2ファイルの場合

MotionDV STUDIOで作成した AVIファイルの場合

DVD-MovieAlbumSEの AVI画像取り込み時
（オプションの記録モードの設定）

書き込めるデータの長さ（分）

LPCM*1 Dolby Digital

XPモード（高画質） 60 70

SPモード（標準） 100 130

LPモード（長時間） 160 260

MPEG2形式
（フォーマット指定）

（mpg）

MotionDV STUDIOのデータ

720× 480、704× 480 352× 480 352× 240
LPCM Dolby Digital LPCM Dolby Digital LPCM Dolby Digital

高画質 60 70 75 90 75 90

標準 75 90 100 130 100 130

高圧縮 － － 125 180 160 260

DVDfunSTUDIOのエンコード設定
書き込めるデータの長さ（分）

LPCM Dolby Digital

高画質（8 Mbps） 60 70

標準（3.2 Mbps/4 Mbps） 120 130

長時間（2 Mbps） 160 260

節約（1.6 Mbps） 180 320
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起動のしかた

DVDfunSTUDIO の起動方法
DVDfunSTUDIOは、スタートメニューから直接起動することができます。また、DVD-MovieAlbumSE 4がインストー
ルされている場合は、DVD-MovieAlbumSE 4上でムービーを選択した後、DVDfunSTUDIOを呼び出して起動すること
もできます。DVDfunSTUDIOは、起動方法の違いによって、使用できる機能や操作方法にも違いがあります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

お知らせ
DVD-MovieAlbumSE 4 以外のアプリケーション（バージョンの異なるもの）からは、本ソフトウェアを正しく起動す
ることはできません。
DVDfunSTUDIOをはじめて起動した場合は、［使用許諾書］画面が表示されます。内容を承諾後、［同意します］をク
リックしてください。（［同意しません］をクリックすると、DVDfunSTUDIOは終了します。）
DVDfunSTUDIOの取扱説明書は、スタートメニューをクリックし、［すべてのプログラム（［プログラム］）］→
［Panasonic］→［DVDfunSTUDIO］→［取扱説明書］をクリックすると見ることができます。
また、DVD-MovieAlbumSE 4の取扱説明書も合わせてご覧ください。

スタートメニューから起動する場合 （→ 8ページ）

DVD-MovieAlbumSE 4から起動する場合 （→ 9ページ）
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スタートメニューから起動する場合
スタートメニューをクリックし、［すべてのプログラム
（［プログラム］）］→［Panasonic］→［DVDfunSTUDIO］
→［DVDfunSTUDIO］を順にクリックします。

DVDfunSTUDIOが起動します。

DVDfunSTUDIOの画面

動画ファイルを登録し、ページの背景やリンクボタンな
どをお好みのデザインに編集して DVD R/RWディスクに
書き込みます。

A背景
Bムービー
Cメディア選択
Dリンクボタン
E素材データ
（詳しい操作手順については、（→ 13ページ）を参照し
てください。）

EDC

A

B
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DVD-MovieAlbumSE 4から起動する場合
DVD-MovieAlbumSE 4（下記は操作の一例です。）
• 複数の DVD-RAMディスクから 1枚の DVD R/RWディ
スクにまとめることができます。

1画像を選んだ後、補助機能ボタン［ ］をクリック
します。

2［ファイルへの画像切り出し］→［タイトルの切り出し］
または［全タイトルの切り出し］をクリックし、ハー
ドディスクに書き出します。

お知らせ
ビデオビットレートが 8 Mbpsを超える場合、音声設定
で［LPCM］は選択できません。

3書き出しが終わったあとの確認画面で［はい］をク
リックすると、DVD-MovieAlbumSE 4が終了して
DVDfunSTUDIOが起動し CollectTool画面が開きます。

CollectTool画面が表示されたら、登録したいフォルダを
選んで［OK］をクリックします。フォルダの選び方や並
び替えについては、（→ 25ページ）をご覧ください。

• ディスク名やタイトル名、チャプター名が設定されてい
ないディスク（全タイトルの切り出しの場合）やタイト
ル、チャプターを切り出した場合は、フォルダ名は
「Untitled」になります。

メイン画面
DVD-MovieAlbumSE 4で選択した動画ファイルが自動的
に登録され、そのサムネイルが表示されます。

お知らせ
ムービーの数が10個以上になる場合は、10個ボタンのレ
イアウトに登録され、11番目以降のムービーは次のペー
ジに登録されます。別のページに移動するには、リンク
ボタンをクリックするか、レイアウト表示部のサムネイ
ルをクリックしてください。（→ 26ページ）
［音声設定］で［LPCM］を選択した場合は、音声データ
を圧縮しないで書き込みます。そのため、元の動画ファ
イルよりもDVDfunSTUDIO を使ってDVD R/RW ディス
クに書き込んだファイルの方が大きくなります。
素材データとして利用できるファイルについては、
（→ 12ページ）を参照してください。
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DVDfunSTUDIOについて

DVDfunSTUDIOの用語とタイトルデータ構造

DVDfunSTUDIOについて

DVDfunSTUDIOは、お好みの順序で登録した動画ファイルを DVD-Videoフォーマットに変換し DVDディスクやハード
ディスクに記録するオーサリングソフトウエアです。
活用できる素材データ（動画ファイルや静止画ファイル）については、（→ 12ページ）をご覧ください。
本書では DVDfunSTUDIOが記録の対象とする DVDのディスクを DVD Rディスク、DVD RWディスク、または左記 2
つを合わせて DVD R/RWディスクと記載します。

DVDfunSTUDIOの用語とタイトルデータ構造

Aムービー（動画ファイル）
ムービーの登録はドラッグ・アンド・ドロップ、削除やその他の操作も右クリックメニューなどの画面上の操作だけで
簡単にできます。（→ 15s16ページ）

B背景
お好みに応じて、ページごとに変更することができます。（→ 30ページ）

Cリンクボタン
前後のページに移動するためのボタンです。お好みに応じて、ページごとにリンクボタンの画像の変更ができます。  
（→ 31ページ）

Dページ
ムービーをあるひとまとまりにしたものをいいます。（→ 26ページ）
ムービーの数に合わせて、ページのレイアウトの変更ができます。（→ 29ページ）

Eタイトルデータ
ムービーデータ、および、それらをどんな順番で再生するかというような各ページの情報をひとまとまりのデータとし
て集めたものをいいます。DVD R/RWディスクにはこのデータのまとまりで書き込みます。

お知らせ
DVDfunSTUDIOの画面各部の名称と機能については、（→ 38ページ）をご覧ください。
ドラッグ・アンド・ドロップとは :
目的のものにカーソルを移動してマウスの左ボタンを押した状態で、移動先までカーソルを移動し（ドラッグ）、マウ
スの左ボタンを離す（ドロップ）ことです。

E

D

A B C
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DVDfunSTUDIOについて

DVDfunSTUDIOの操作概要

DVDfunSTUDIOの操作概要

動画ファイルを DVD-Videoフォーマットに変換し、DVD R/RWディスクに書き込みます。
ページの背景やリンクボタンなどをお好みの画像に替えることもできます。
書き込んだ DVD R/RWディスクは、DVD R/RWディスクの再生に対応した DVDプレーヤーで再生できます。

∫対応ディスク
DVD Rディスク、DVD RWディスク。詳しくは“使用可能なディスク”（→ 5ページ）をご覧ください。

∫対応動画ファイル
• DVD-MovieAlbumSE 4で作成した MPEG2形式の動画ファイル
• MotionDV STUDIO（別売）で作成した MPEG2形式および AVI 形式の動画ファイル
• 上記以外で作成した MPEG2形式の動画ファイル

MPEG2形式でも一部の動画ファイルは DVD R/RWディスクに書き込むことができません。
データによってはサムネイルの表示に時間がかかる場合があります。

お知らせ
本アプリケーションは関連する他のアプリケーションから呼び出しての起動もできます。起動方法の違いにより、使
用できる機能や操作が異なることがあります。“起動時の留意点”（→ 4ページ）をお読みください。

メディアを選択する（→ 13ページ）

書き込みを行うメディアの種類を選びます。

レイアウトを選び素材データを登録する（→ 14s15ページ）

指定したフォルダから素材データを選び、各ページにムービーとして登録します。

ページ、デザインを編集する（→ 26ページ）（→ 29ページ）

ページの追加や削除、背景やリンクボタンの画像変更など、タイトルデータの編集を行います。
また、編集した内容を保存しておき、あとから呼び出して使用することができます。

タイトルデータの内容を確認する（→ 32ページ）

編集したタイトルデータの内容を確認します。ムービーの再生順序や内容を、実際に再生しな
がらの確認ができます。

ディスクに書き込む（→ 33ページ）

タイトルデータを DVD R/RWディスクに書き込みます。
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DVDfunSTUDIOについて

素材データについて

素材データについて
下記の動画ファイルや静止画ファイルを素材データとして活用できます。

∫動画ファイル
動画ファイルはムービーとして登録できます。（→ 15ページ）

*1:ビデオビットレートが 8 Mbpsを超える場合、音声設定で［LPCM］は選択できません。

∫静止画ファイル
静止画ファイルは背景に使用できます。（→ 30ページ）
• JPEG形式
• BMP形式

お知らせ
DVD-MovieAlbumSE 4、MotionDV STUDIO（別売）のソフトウェア以外で作成した MPEG2形式のファイルには、下
記の制限事項があります。
• ディスクへの書き込み時に再エンコードされるため、画質の劣化が起こり、書き込みに数時間かかります。（再エン
コード時は［高画質］、［標準］、［長時間］、［節約］から画質を選択できます。）

• 解像度やオーディオの圧縮方式などにより、一部書き込みができないファイルもあります。下記以外の解像度の
ファイルの書き込みはできません。

 

IEEE1394端子や USB端子などに接続された外付けハードディスク内のデータも素材として登録できます。
転送速度の遅いインターフェース（USB1.1等）で外付けハードディスクドライブを接続したり、アクセス速度の遅い
外付けハードディスクドライブを使用したりするとデータの転送が間に合わずに書き込みに失敗する場合がありま
す。
CD-ROMや SDメモリーカードなどのリムーバブルメディア（取り外し可能なメディア）に保存されているデータは素
材として利用できません。

ファイル形式
DVD-MovieAlbumSE 4*1 MPEG2形式

MotionDV STUDIO（別売） MPEG2形式
AVI形式

上記のアプリケーション以外で作成した MPEG2形式
（MPEG2形式でも一部の動画ファイルの登録はできません。）

720k480, 704k480, 640k480, 352k480, 352k240, 320k480, 320k240
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DVDfunSTUDIOで DVDディスクを作る

メディアを選ぶ

DVDfunSTUDIOで DVDディスクを作る

DVDfunSTUDIOを使うと背景やテーマなど選んで親しみやすいメニュー画面を取り入れた DVDディスクを簡単に作る
ことができます。

メディアを選ぶ
データを書き込む DVDディスクメディアのサイズを選びます。

1.メディア選択の をクリックする

2.使用するディスクメディアのサイズを選ぶ

［8 cm DVD］、［8 cm DVD DL］、［12 cm DVD］、
［12 cm DVD DL］から選べます。
• 各メディアで記録できる最大容量

ムービーを登録（→ 15ページ）していくと使用容量の
目安が数値と棒グラフで表示されます。選択したメ
ディアの記録できる最大容量を超えたときはグラフ上
で赤く表示されます。

8 cm DVD 約 1.4 GB

8 cm DVD DL（2層） 約 2.6 GB
12 cm DVD 約 4.7 GB

12 cm DVD DL（2層） 約 8.5 GB

最大容量以内のとき：

最大容量を超えたとき：
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DVDfunSTUDIOで DVDディスクを作る

レイアウトを選ぶ

レイアウトを選ぶ
ムービーを登録する位置や数を設定します。

1.背景をクリックする

2.［レイアウト］をクリックする

3.お好みのムービー登録枠のレイアウトをクリッ
クする

ムービー登録枠のレイアウトが変更されます。

お知らせ
ムービーを登録後（→ 15ページ）、レイアウトの変更で
登録枠を減らし、ムービーの数があふれてしまった場
合、ムービー数を減らして登録してもよいかを確認する
画面が表示されます。［OK］をクリックしてレイアウト
を変更した後、あふれたムービーの登録が解除されま
す。
レイアウトは、ページ単位で異なる設定ができます。
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DVDfunSTUDIOで DVDディスクを作る

ムービーを登録する

ムービーを登録する
ムービーを好みの順番に登録することができます。

ムービーを選ぶ

1.ムービー登録枠をクリックする

2.［動画］をクリックし、 をクリックして、［表示
するフォルダの選択］を選ぶ

• 登録前に素材データをダブルクリックすると、動画
ファイルが再生し、内容の確認ができます。

• 表示フォルダの指定について
DVD-MovieAlbumSE 4 から連携起動している場合
は、DVD-MovieAlbumSE 4 が管理するフォルダをプ
ルダウンメニューから選ぶことができます。

3.素材データを保存しているフォルダを選び、
［OK］をクリックする

4.登録したい素材データをメイン画面の空いている
ムービー登録枠にドラッグ・アンド・ドロップする

ムービーが登録されます。
•［Shift］キーを押しながらマウスをクリックするか、
方向キーを押して複数選択できます。［Ctrl］ キーを押
しながら 1 つの項目をクリックすると、その項目が
選択または解除されます。 

• ムービーによっては、素材データのサムネイル表示
に時間がかかる場合もあります。

• 素材データの表示形式はサムネイルのみと、サムネ
イルと詳細情報のリスト方式に切り替え可能です。

お知らせ
その他の登録のしかた
• 素材データを右クリックし、［登録］を選んでも登録す
ることができます。  （→ 38ページ）
このとき、メイン画面でムービー登録枠を選んでいる
場合は、その枠に登録されます。また、登録枠を選ん
でいない場合は、空いている登録枠の一番先頭に登録
されます。（空いている登録枠がない場合、［登録］は
選べません。）

• エクスプローラから、ムービー登録枠にドラッグ・ア
ンド・ドロップすることによって、ムービーを登録す
ることもできます。

登録したムービーのファイル情報を見るには
（→ 18ページ）
関連アプリ以外の MPEG2形式ファイルの場合
（→ 20ページ）

サムネイルのみ サムネイルと詳細情報
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DVDfunSTUDIOで DVDディスクを作る

ムービーを登録する

登録したムービーを加工・確認する

∫ムービーを削除するには

1.削除したいムービーを選ぶ

画面右側に［登録情報］が表示されます。
• ムービーを複数選択することはできません。

2.［登録取り消し］ボタンをクリックする

ムービーが削除されます。

ムービー登録枠は削除されません。

お知らせ
削除したいムービーを選んだ後、以下の方法
でも削除できます。
• キーボードの［Del］キーを押す。
• 右クリックで表示される［登録取り消し］を
選ぶ。

∫ムービーを変更するには

1.［ファイル表示］タブをクリックし、［動画］
をクリックする

2.お好みの素材データをメイン画面の変更し
たいムービーの表示位置へドラッグ・アン
ド・ドロップする

ムービーが変更されます。

お知らせ
ムービーの入れ替えは、上記の変更機能で
行ってください。

変更
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DVDfunSTUDIOで DVDディスクを作る

ムービーを登録する

∫登録したムービーのトリミングを設定するには

ムービー登録枠に登録したムービーの先頭や終端の不要部分を切り取り、必要な区間だけディスクに書き込む
ように設定できます。元のムービーファイルは変更されません。
ムービーにチャプターが設定されているとトリミング設定ができませんので、トリミング設定を行う前にムー
ビーに設定されたチャプターをすべて取り消しておいてください。（→ 23ページ）

1.トリミング設定したいムービーをクリック
し、［区間指定］ボタンをクリックする

2.必要な区間の始点と終点を設定し、［OK］
ボタンをクリックする

Aマウスでドラッグしてスライドさせ、必要な
区間の始点を設定します。

Bマウスでドラッグしてスライドさせ、必要な
区間の終点を設定します。

Cクリックすると、設定した区間のトリミング
がムービーに設定されます。

お知らせ
始点や終点を変更すると、ムービーの代表画
像は始点の画像に自動的に変更されます。必
要に応じて、代表画像を設定しなおしてくだ
さい。（→ 19ページ）
始点や終点の位置は、設定値から約1秒程度の
誤差が出ることがあります。

お知らせ
トリミング設定する始点と終点は、約1秒単位
で設定することもできます。

始点を 1秒分前に戻す（1秒分後ろに進める）
には、Aをクリックし1（2）を 1回クリッ
クします。
終点を 1秒分前に戻す（1秒分後ろに進める）
には、Bをクリックし1（2）を 1回クリッ
クします。

CA B

B

2
A

1
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DVDfunSTUDIOで DVDディスクを作る

ムービーを登録する

∫登録したムービーの情報を見るには

ファイルによっては、ディスク書き込み時にエンコードされたり再エンコードされたときにファイルの属性が
変更されるものがあります。［変換情報］画面では、元データとディスク書き込み時のデータ情報の確認がで
きます。また、ムービーのサムネイルの変更、エンコード時の画質設定、音声多重録音のムービーの音声選択
は［登録情報］画面から行えます。（→ 19ページ）

1.情報を見たいムービーをクリックする

画面右側に登録情報が表示されます。

A選んでいるムービーのファイル情報が表示さ
れます。

Bムービーの変更情報が表示されます。

2.［変換情報］タブをクリックする

A元データのサイズや再生時間などが確認でき
ます。

Bディスク書き込み時のサイズや解像度、ビッ
トレートなどの確認ができます。元データか
ら変更されるものは文字色を変えて表示しま
す。

C マークがついたムービーの場合や、DVD
変換後、画質が劣化する、データサイズが増
大するなどが起きる場合は、変換情報欄に詳
細な情報を表示します。

お知らせ
元の動画ファイルの音声が LPCMの場合でも
変換後の容量が若干大きくなる場合がありま
す。

BA

A

B

C
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DVDfunSTUDIOで DVDディスクを作る

ムービーを登録する

∫登録したムービーの代表画像を変更するには

ムービーごとにお好みのシーンを代表画像に選ぶことができます。

1.登録したムービーをクリックする

画面右側に代表画像が表示されます。

2.スライダーバーを移動させて代表画像にし
たい画像を表示させ、［画像変更］ボタンを
クリックする

メニューのサムネイルが選択した画像に変更さ
れます。

お知らせ
区間指定（トリミング）でムービーの始点や
終点を変更すると、代表画像は始点に設定さ
れた画像に自動的に変更されます。（→17ペー
ジ）その場合は、必要に応じて代表画像を設
定しなおしてください。

お知らせ
スライダーバー横のボタンをクリックする
と、代表画像の位置を前後に約１秒ずつ移動
させることができます。

1 をクリックすると代表画像の位置を約１秒
分前に戻します。2 をクリックすると代表画
像の位置を約１秒分後ろに進めます。

1 2
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DVDfunSTUDIOで DVDディスクを作る

ムービーを登録する

∫登録したムービーの属性を変更するには

A［画質設定］
• 関連アプリケーション
（DVD-MovieAlbumSE 4、MotionDV STUDIO
（別売））で作成した MPEG2形式ファイルの
場合：
デフォルトでは最高画質で表示するため、再
エンコードしない設定になっています。再エ
ンコードする場合は、［エンコードする］に
チェックを入れ、リストボックスから画質を
設定します。エンコード設定した画像やエン
コードが必要な画像には、ムービー登録枠内
のサムネイルに のマークが付きます。
本アプリケーションで DVD を作成する場合
に再生時の画像を最も良くする場合は、［エ
ンコードしない（最高画質）］を選択してく
ださい。

• AVI（DV）および関連アプリケーション以外
で作成した MPEG2形式ファイルの場合：
必ず再エンコードされます。エンコード時の
画質は［高画質］、［標準］、［長時間］、［節約］
から選択できます。画質を変更すると、DVD
への記録時間が変化します。
エンコードすると画質は劣化します。［画質
確認］ボタン（1）をクリックして画質を確
認してください。ボタンをクリックすると、
ムービーの先頭から約 10 秒間画質を確認で
きます。

B［音声設定］：
音声形式として、［LPCM］と［Dolby Digital］
が設定できます。
音声多重録音のムービーを主音声で記録し
たい場合は［音声設定］で［主音声／モノラ
ル］を選び、副音声で記録したい場合は［副
音声］を選んでください。音声多重録音の
ムービーを［主＋副／ステレオ］に設定した
場合、主音声と副音声の両方が記録されま
す。DVD R/RWディスクに書き込む前に［プ
レビュー］画面で確認することをお勧めしま
す。また、音声多重録音以外のムービーは通
常、［主＋副／ステレオ］を選択してくださ
い。

お知らせ
［Dolby Digital］を選択した場合、［2カ国語］
にチェックマークを付けると音声チャンネル
が 2チャンネルの DVDが作成できます。（た
だし、記録後の音声の容量が 2倍になるため、
記録後の全体の容量が増加します。）
この状態で音声多重録音のムービーを記録す
ると、日本語と英語の音声が切替可能な DVD
が作れます。音声の切替方法は各 DVDプレー
ヤーの取扱説明書をご覧ください。

A

B

1
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DVDfunSTUDIOで DVDディスクを作る

ムービーを登録する

お知らせ
画質の設定を変更することによってムービーのファイルのサイズ（容量）が変化するため、１枚のディス
クに書き込める記録時間が変化します。

DVD（12 cm DVD：容量約 4.7 GB）への記録時間 *1

*1:ファイル形式、ファイル属性および各ムービーの画質設定などにより、実際に書き込める時間は異なります。

画質の設定 記録可能時間 ビデオのビットレート 解像度 音声形式

高画質
約 60分

8 Mbps 720× 480
LPCM

約 70分 Dolby Digital

標準
約 120分 3.2 Mbps

352× 480
LPCM

約 130分 4 Mbps Dolby Digital

長時間
約 160分

2 Mbps 352× 240
LPCM

約 260分 Dolby Digital

節約
約 180分

1.6 Mbps 352× 240
LPCM

約 320分 Dolby Digital
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ムービーを登録する

ムービーにチャプターを加える

ムービーの途中にチャプターと呼ばれる頭出し用のマークを付けることができます。お好みの位置にチャプター
を付けておくと、見たいシーンを即座に再生できます。チャプターの付け方は、任意の位置に付ける方法と、固
定された間隔で付ける方法とがあります。

∫ムービー内の任意の位置にチャプターを加えるには

1.登録したムービーをクリックする

既にチャプターが加えてあるムービーには、
チャプター表示部（A）（→ 38ページ）にチャ
プターのサムネイルが表示されます。 チャプ
ターが付けられたボタンには画像の右上にチャ
プター設定マーク が表示されます。

2.［チャプター］ボタンをクリックする

チャプター編集ダイアログが表示されます。
チャプターの追加または追加取り消しなどの編
集をします。

3.スライダーバーを左右にスライドさせて
チャプターを付けたい画像を探し、［チャプ
ター追加］をクリックしてチャプターをつ
ける

サムネイルフィールド（A）にチャプターのサ
ムネイルが表示されます。 この操作を繰り返し
てサムネイルを追加していきます。
• サムネイルの下のテキストをクリックすると
文字を変更できます。半角で 8 文字（8 バイ
ト）まで変更可能です。

• スライダーバー横のボタンをクリックする
と、画像の位置を前後に約１秒ずつ移動させ
ることができます。

1 をクリックすると画像の位置を約１秒分前
に戻します。2 をクリックすると画像の位置
を約１秒分後ろに進めます。

4.［OK］をクリックしてムービーにチャプター
を登録する

［キャンセル］をクリックするとチャプター編集
ダイアログを表示させてからの操作がすべて
キャンセルされます。

お知らせ
10秒未満の間隔にチャプターを付けることは
できません。
追加できるチャプターは最大 23個までです。 
ムービーの終端から１秒以内の位置にはチャ
プターを追加できません。
チャプターを付けた位置は、設定値から約１
秒程度の誤差が出ることがあります。

A

A

1 2
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DVDfunSTUDIOで DVDディスクを作る

ムービーを登録する

∫固定間隔でチャプターを設定するには

1.「ムービー内の任意の位置にチャプターを
加えるには」の手順 1と 2をおこなう

2.［固定間隔設定］をクリックする

チャプター設定（固定間隔）ダイアログが表示
されます

3. で固定間隔を指定する 

［5分間隔］、［10分間隔］、［15分間隔］、［30分
間隔］、［60分間隔］から選びます。

4.［OK］をクリックする

サムネイルフィールドに等間隔に登録された
チャプターのサムネイルが表示されます。 それ
まで登録されていたチャプターは削除されま
す。

お知らせ
固定間隔（一定間隔）でチャプターを設定す
る場合でも、追加できるチャプターは最大 23
個までです。
アプリケーションで表示されている時間と、
DVDプレーヤーで表示される時間は異なるこ
とがあります。

∫チャプターを削除するには

1.「ムービー内の任意の位置にチャプターを加
えるには」の手順 1と 2をおこなう

2.削除したいチャプターのサムネイルをク
リックし、［チャプター取消］をクリックする

チャプターのサムネイルが削除されます。

3.［OK］をクリックしてムービーからチャプ
ターを削除する 

チャプターのサムネイルが削除されます。

お知らせ
先頭は必ずチャプターとして残ります。先頭
のチャプターを削除することはできません。
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ムービーを登録する

∫ムービーのチャプターを一度に削除するには

1.［チャプター全取消］をクリックする

先頭のチャプターを除くすべてのチャプターが
削除されます。

2.［OK］をクリックして、チャプター編集を
閉じる

お知らせ
チャプターをすべて削除すると、メイン画面
のムービーに表示されているチャプター設定
マーク は消去されます。
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ムービーを登録する

CollectToolを使って登録するムービーを選ぶ

複数の DVD-RAMディスクから 1枚の DVD R/RWディスクにまとめることができます。DVD-MovieAlbumSE 4
を使用して複数の DVD-RAMディスクから取り込んだムービーは、DVDディスクの容量の範囲内で、CollectTool
を使って 1枚の DVDにまとめることができます。DVD-MovieAlbumSE 4からの連携起動で CollectToolを開いて
いない場合は次の手順で開いてください。CollectToolが開いている場合は、手順 2に進んでください。

1.［ツール］から［CollectTool］をクリック
する

［CollectTool］画面が表示され DVD-Movie 
AlbumSE 4でムービーを保存したフォルダが
全て表示されます。（フォルダ指定の詳細につ
いては DVD-Movie AlbumSE 4の取扱説明書を
ご覧ください。）

• DVD-MovieAlbumSE 4 で、ディスク名やタ
イトル名、チャプター名が設定されていない
ディスク（全タイトルの切り出しの場合）や
タイトル、チャプターを切り出した場合は、
フォルダ名は「Untitled」になります。

2.取り込みたいディスクのフォルダを選び1
をクリックする

選択したフォルダは右側の取り込み予定リスト
に追加されます。取り込みをやめたい場合は右
側のリストからフォルダを選び2をクリックし
てください。
• 予定リストのフォルダは、フォルダを選んで

ボタンをクリックすると取り
込む順番を入れ替えることができます。

3.［OK］をクリックする　

取り込み予定リストのフォルダ内のムービーが
全て登録され、サムネイルが表示されます。

お知らせ
DVDfunSTUDIOからCollectToolを開いた場合
は、「6ボタンメニュー」のページに登録され
ます。
ムービーが 7 個以上の場合は、さらに「6 ボ
タンメニュー」のページが追加され順次登録
されます。
登録を取り消したい場合や順番を変更したい
ときは、「登録したムービーを加工・確認する」
（→ 16ページ）をご覧ください。

1 2
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ページを編集する

ページを編集する

ページを追加する

1.レイアウト表示部の最終ページをクリックする

メイン画面に最終ページが表示されます。
• 最終ページ以外ではページの追加操作はできませ
ん。

2.［ページ追加］ボタンをクリックする

最終ページの次にページが追加されます。
追加されたページがメイン画面に表示されます。

お知らせ
追加できるページ数は、最大 10ページまでです。
追加されるページのムービーの個数は 6個、背景やフ
レームは［テンプレート］の［テーマ］で設定したもの
になります。レイアウトを変更するには（→ 29ページ）

∫ページを移動するには 

Aクリックすると前のページに移動します。
Bクリックすると次のページに移動します。
Cクリックしたサムネイルのページに移動します。

A

BC
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ページを編集する

その他のページ編集機能

∫ページを削除するには

1.レイアウト表示部の最終ページをクリック
する

メイン画面に最終ページが表示されます。
• 最終ページ以外は削除できません。また、ペー
ジが1ページしかない場合も削除できません。

2.［ページ削除］ボタンをクリックする

3.確認画面で［OK］をクリックする

ページの登録が全て削除されます。

∫ ページタイトルやムービーの名前を変更する
には

1.変更したいページのタイトルまたはムー
ビーのテキスト枠内をクリックする

テキスト変更画面と、画面右側に文字属性が表
示されます。起動時のムービーのテキスト枠に
は［タイトルを入力して下さい］と表示してい
ます。

2.名前の文字列を変更する
ページのタイトル、またはムービーの名前が変更
されます。

お知らせ
入力できる文字数：
• 全角で 32文字まで入力できます。
• 表示できる文字数は、書体やそのサイズに
よって異なります。

• テキスト枠内では、改行やタブは使用できま
せん。
ムービーの名前枠は、入力する文字数によって
高さが２倍まで広がります。ただし、ページの
レイアウトによっては、下のムービー登録枠と
重なる場合があります。その場合は、フォント
サイズを小さくするなどの調整を行ってくだ
さい。
ムービーの名前：
ムービーには、自動的にファイル名が付けられ
ます。
タイトルの名前を変更しない場合は、プレ
ビュー及び DVD 作成後にはタイトル文字、タ
イトル枠は表示しません。
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ページを編集する

∫ページやムービーの名前の文字属性を変更するには

1.変更したいページまたはムービーのテキス
ト枠内をクリックする

画面右側に文字属性が表示されます。

2.［変更］ボタンをクリックする

［フォント］画面が表示されます。

3.書体や文字色などを変更する

［フォント名］......文字の書体を変更します。
［スタイル］.........斜体や太字など文字のスタイ

ルを変更します。
［サイズ］.............文字の大きさを変更します。
［取り消し線］......文字に取り消し線をつけま

す。
［下線］.................文字に下線をつけます。
［色］.....................文字の色を変更します。

4.［OK］をクリックして終了する
文字属性が変更されます。

お知らせ
使用する書体によっては、［編集］画面で表示
した場合と［プレビュー］画面で表示した場合
で、文字の見えかたが多少異なることがありま
す。ディスクに書き込んだときの見えかたの確
認は、［プレビュー］画面で行ってください。
（→ 32ページ）
［テキスト］タブが表示されている場合、［テキ
スト］タブをクリックしても文字属性画面に切
り替わります。
DVDfunSTUDIO のインストール時に自動選択
された言語（日本語・英語・ドイツ語・フラン
ス語・イタリア語・スペイン語、簡体中国語の
７言語のいずれか）以外の文字入力は保証して
おりません。
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ページデザインを編集する

ページデザインを編集する
ムービーの内容に合わせて、ページデザインの要素を個別に設定したり、テーマを選んで一括で設定したりできます。

［テンプレート］機能を使用すると次のことができます。
• レイアウト .....ムービーの数に合わせて登録枠の数（1～ 10個）を設定します。
• テーマ.............背景、フレーム、矢印の組み合わせをテーマといいます。あらかじめ用意されているテーマの中

からお好みのテーマが選べます。
• カスタム.........背景やフレーム、矢印の画像を個別に変更できます。
フレーム：ムービーの配置枠のことです。
矢印（リンクボタン）：2ページ以上になると自動的につけられます。クリックすると次のページへ移動します。

ページデザインは、ページ単位で編集できます。
ページデザインを変更したいページを選び、以下の手順に従って操作します。

レイアウトを変更する

1.背景をクリックする

2.［レイアウト］をクリックする

3.お好みのムービー登録枠のレイアウトをクリッ
クする

ムービー登録枠のレイアウトが変更されます。

お知らせ
選択したレイアウト内の登録枠の数がすでに登録し
ているムービーの数より少ない場合は、あふれた
ムービーの登録が解除されます。
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ページデザインを編集する

その他のページデザイン編集

∫テーマを設定するには

1.［テーマ］をクリックする

2.お好みのテーマを選ぶ

選んだテーマのデザインに変わります。

∫背景を設定するには

1.［カスタム］をクリックする

2.［背景］をクリックする

背景に使用できるサムネイルが表示されます。

3.お好みの背景のサムネイルをクリックする

背景が変更されます。

お知らせ
JPEG形式や BMP形式の静止画ファイルを素
材として用意しておくと、背景に使用できま
す。［ファイル表示］タブをクリックし［静止
画］をクリックすると、静止画ファイルが表
示されます。背景にしたい静止画ファイルを
背景にドラッグ・アンド・ドロップするか、静
止画ファイルを右クリックし［背景登録］を
選んでも背景の変更ができます。
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ページデザインを編集する

∫矢印（リンクボタン）の画像を変更するには

1.［カスタム］をクリックする

2.［矢印］をクリックする

リンクボタンに使用できるサムネイルが表示さ
れます。

3.お好みの矢印のサムネイルをクリックする

リンクボタンの画像が変更されます。

お知らせ
ページが1ページしかない場合は、リンクボタ
ンは表示されません。
ページ追加については、26 ページの手順に
従って操作してください。

∫フレームを変更するには

1.［カスタム］をクリックし、［フレーム］を
クリックする

フレーム用のサムネイルが表示されます。

2.お好みのフレームのサムネイルをクリック
する

フレーム（ムービー登録枠）が変更されます。

∫フレームなしにするには

サムネイルから［影付き］を選びます。
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タイトルデータの内容を確認する（プレビュー画面）

タイトルデータの内容を確認する（プレビュー画面）
DVD R/RWディスクに書き込む前に、ページの背景やムービーの再生順序など、編集したタイトルデータの構造の確認
ができます。

1.［プレビュー］ボタンをクリックする

2.各ページの内容を確認する

A［Top Menu］ボタン
ムービーが登録されているページのメニューを表示
します。

B［Menu］ボタン
再生中は再生を停止します。停止したムービーに
チャプターが追加されている場合はチャプターメ
ニューを、チャプターがない場合はそのムービーが
登録されているページのメニューを表示します。

C方向ボタンと［Enter］ボタン
上下左右の方向ボタンでムービーやリンクボタンを
選択します。［Enter］ボタンを押すと、選択してい
るムービーを再生します。また、リンクボタンを選
択している場合はリンク先のページへ移動します。
ムービー枠を選んでいる場合は、そのムービーから
再生を始めます。

D  再生ボタン
現在選択中のムービーから再生を始めます。

E  スキップボタン
次のチャプターにスキップします。

F  早送りボタン
早送り（約 2倍）で再生します。（再生時と一時停止
時のみ有効）

G  停止ボタン
再生を停止し、停止状態を表す画像を表示します。

H  一時停止ボタン
再生を一時停止します。

I  音声チャンネル切替ボタン
［音声設定］で［2カ国語］を設定した場合に、プレ
ビューする音声チャンネルを切り替えます。再生中
にこのボタンをクリックするごとに音声チャンネル
がスイッチされます。停止中は切り替えられません。

3.再度編集したい場合は［編集］ボタンをクリック
する（→ 15ページ）
DVD R/RW ディスクへ書き出す場合は［書き込
み］ボタンをクリックする（→ 33ページ）

∫チャプターメニューを確認するには
［プレビュー］ボタンをクリックすると、すぐに再生が
始まります。ムービー再生中に［Menu］（1）をクリッ
クすると、チャプターメニューが表示されます。

A各チャプターのサムネイルが表示されます。サムネ
イルの位置は、設定値から 1 秒ほど前後することが
あります。また、名称の変更はできません。

Bチャプターのサムネイルが９個以上ある場合は次の
ページに表示されます。（最大 3ページまで）
その場合、B をクリックして、チャプターメニュー
画面のページを切り替えることができます。

お知らせ
ムービーの画質や再生のタイミング（ボタンを押してか
らムービーが再生されるまでの時間、ムービーとムー
ビーの再生間隔など）は、DVDプレーヤー等で再生する
場合と多少異なります。
DVDプレーヤーの表示機器（接続したテレビなど、また
ポータブルDVDプレーヤーの場合は画面表示部）によっ
ては、画面の一部が表示されないことがあります。
マーク付きのムービーは、書き込み時に再エンコー

ドされて画質が劣化します。
［プレビュー］画面では元データを再生するため、DVD
プレーヤーで再生した時の画質の確認はできません。
［編集］画面に戻り、［画質確認］ボタンでプレビューを
表示させて画質を確認してください。（→ 20ページ）

A
B

C

D

F
G
H

E

I

B

A

1
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ディスクに書き込む

ディスクに書き込む

DVD R/RWディスクに書き込む

編集し、確認したデータを DVD R/RWディスクに書き込
みます。記録を行ったディスクは、それ以降追記はでき
ません。書き込みを行うには、書き込みされるディスク
と同じ空き容量を持った作業ドライブが必要です。（最大
で約 8.5 GB必要になります。）作業ドライブは［ツー
ル］→［環境設定］の［作業ドライブ設定］で変更でき
ます。（→ 41ページ）
また、書き込みドライブは［出力設定］で変更できます。
（→ 41ページ）
一度使用した DVD RWディスクに書き込む場合は、
［ツール］メニューの［DVD RWディスクの消去］から、
［簡易消去］または［完全消去］を実行してください。
（→ 40ページ）

お願い
他のアプリケーションで DVD R/RW ディスクなどへの
書き込み処理中は、本ソフトウェアの書き込み操作、お
よび DVD RWディスクの初期化をしないでください。
また、本ソフトウェアの書き込み処理中には、絶対に他
の書き込みアプリケーションを操作しないでください。
ディスクの作成に失敗し、ディスクを破損する場合があ
ります。
DVDビデオカメラを書き込みドライブにご使用の場合、
連続稼働の状況によっては書き込みの開始をお待ちい
ただくメッセージが表示される場合があります。メッ
セージが表示された場合は数分間お待ちいただき、再度
書き込み操作を行ってください。

1.［書き込み］ボタンをクリックする

• 書き込みに必要なディスク容量が選択したディスク
の最大記録容量を超えることが予測される場合、［書
き込み］ボタンをクリックすると次のメッセージが
表示されます。

DVD-MovieAlbumSE 4 と本ソフトウェアを使って
8 cm の DVD-RAM、DVD-RWディスクから動画ファ
イルを切り出し、8 cmの DVD R/RWディスクに書き
込みをする場合は、このメッセージが表示されても
［OK］ボタンをクリックして処理を進めると書き込め
る場合があります。
（処理を進めても容量不足になる場合は、実際に書き
込みを始める前に処理がキャンセルされます。）

2.確認画面で［はい］をクリックする

書き込みがはじまります。

•［進捗］ダイアログが表示され、進行状況を%で示す
2 つのバーが表示されます。下のバーは 1 つのムー
ビーに対する進行状況を表し、上のバーは全体の進
行状況を表します。
下に表示される経過時間は目安です。

3.書き込み終了後、下記画面が表示されたら、もう
一枚作成する場合は［はい］、作成しない場合は
［いいえ］をクリックする

お知らせ
DVDビデオカメラを書き込みドライブにご使用の場合、
上記画面は表示されません。
DVDの規格により、最低でも約1 GBのデータを書き込む
必要があります。作成されたデータが 1 GB より少ない
場合、ダミーデータを付加して約 1 GB にして記録しま
す。そのため、小さな容量のデータでも、メディアへの
書き込み時には多少時間がかかります。
転送速度の遅いインターフェース（USB1.1 等）で外付
けハードディスクドライブを接続したり、アクセス速度
の遅い外付けハードディスクドライブを使用したりす
るとデータの転送が間に合わずに書き込みに失敗する
場合があります。

お願い
書き込みが終わるまで他の作業を行わないでください。
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ディスクに書き込む

ハードディスクに書き込んで更に便利に使う

編集し、確認したデータを DVD-Videoのディスクイメージとしてハードディスクに書き込みます。
DVD-Video のディスクイメージは、DVD 再生アプリケーションでの再生ができます。また、ハードディスクに
保存した DVD-Videoのディスクイメージを DVD R/RWに書き出すこともできます。（→ 35ページ）
手元に DVD R/RWディスクがない時など、一時的な保存としても利用できます。

∫ハードディスクに書き込むには

1.［ツール］メニューから［環境設定］を選ぶ
［環境設定］画面が表示されます。
［HDD］を選び、［OK］ボタンをクリックする
と、元の画面に戻ります。

2.［書き込み］ボタンをクリックする

3.確認画面で［はい］をクリックする

ハードディスクへの書き込みが始まります。

4.書き込み終了後、下記画面が表示されたら、
［OK］ボタンをクリックする

お知らせ
ハードディスクに書き込んだ DVD-Videoの
ディスクイメージは、DVD 再生アプリケー
ションで再生できます。詳しい操作について
は、DVD再生アプリケーションのマニュアル
を参照してください。
［環境設定］画面の［イメージデータ保存
フォルダ］で指定したフォルダ内の
「VIDEO_TS」フォルダを移動したり編集しな
いでください。「VIDEO_TS」フォルダの移動
や編集を行うと、DVD R/RWディスクへの書
き込みができなくなる場合があります。
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ディスクに書き込む

∫ハードディスクに書き込んだイメージを DVD R/RWディスクに書き込むには

1.書き込みたい DVD R/RW ディスクをドラ
イブにセットする

2.［ツール］メニューから［環境設定］を選ぶ
［環境設定］画面が表示されます。

3.［出力設定］で、［Disc］にチェックマーク
を付けて書き込みドライブを選択し、［OK］
ボタンをクリックする。

4.［タイトル］メニューから［イメージからの
書き込み］を選ぶ
［フォルダの参照］画面が表示されます。

5.書き込みたい DVD-Video形式のディスク
イメージ（［VIDEO_TS］フォルダ）を選
び、［OK］ボタンをクリックする

6.確認画面で［はい］をクリックする

DVD R/RW ディスクへの書き込みが始まりま
す。

お知らせ
DVD R/RWディスクへの書き込みが始まる
と、中断はできません。
［イメージからの書き込み］で書き込めるディ
スクイメージは、DVDfunSTUDIOで作成して
保存したファイルまたはDVDビデオカメラで
撮影したファイルのみになります。他のアプ
リケーションで作成した DVD-Video 形式の
ディスクイメージを書き込むことはできませ
ん。

お願い
書き込みが終わるまで他の作業を行わないで
ください。
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ディスクに書き込む

ディスクから別のディスクにコピーする

DVD-Video形式で記録されたDVD R/RWディスクのデータをエクスプローラーでハードディスクにコピーし
たあと、DVD R/RWディスクに書き込みます。

1.DVDfunSTUDIOで作成したDVD-Video形
式のディスクまたはDVDビデオカメラで撮
影された DVD-Video形式のディスク（ファ
イナライズ済み）をドライブにセットする

2.エクスプローラを使って、ハードディスク
に [VIDEO_TS]フォルダをコピーする

3.書き込みたい DVD R/RW ディスクをドラ
イブにセットする

4.DVDfunSTUDIOを起動し、［ツール］メ
ニューから［環境設定］を選ぶ
［環境設定］画面が表示されます。

5.［出力設定］で、［Disc］にチェックマーク
を付けて書き込みドライブを選択し、［OK］
ボタンをクリックする。

6.［タイトル］メニューから［イメージからの
書き込み］を選ぶ
［フォルダの参照］画面が表示されます。

7.書き込みたい DVD-Video形式のディスク
イメージ（［VIDEO_TS］フォルダ）を選
び、［OK］ボタンをクリックする

8.確認画面で［はい］をクリックする

DVD R/RW ディスクへの書き込みが始まりま
す。

お知らせ
DVD R/RWディスクへの書き込みが始まる
と、中断はできません。
［イメージからの書き込み］で書き込めるディ
スクイメージは、DVDfunSTUDIOで作成して
保存したファイルまたはDVDビデオカメラで
撮影したファイルのみになります。他のアプ
リケーションで作成した DVD-Video 形式の
ディスクイメージを書き込むことはできませ
ん。
DVDビデオカメラで撮影した8 cm DVD-R DL
（2層）ディスクを 12 cm DVD R ディスクに
コピーすることも可能です。

お願い
書き込みが終わるまで他の作業を行わないで
ください。
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タイトルデータを保存する／呼び出す

タイトルデータを保存する／呼び出す

タイトルデータを保存する

ムービーの登録、背景やリンクボタンの変更など、タイ
トルデータを保存しておくことができます。

1.［タイトル］をクリックし、［名前を付けて保存］
をクリックする

2.保存するフォルダとファイル名を指定した後、
［保存］をクリックする

お知らせ
保存と呼び出しの留意点
• DVD ドライブや CD ドライブなどへタイトルデータ
を保存しないでください。正しく保存できません。

•［タイトル］→［名前を付けて保存］で保存できるも
のは：
ムービーの登録、ページのデザインなど編集内容

•［タイトル］→［名前を付けて保存］で保存できない
ものは：
動画などの元ファイル

• 保存後、登録した元ファイルの削除や、フォルダの移
動をした場合などは、保存したタイトルデータを呼び
出すことができなくなります。

タイトルデータを呼び出す

保存しておいたタイトルデータを呼び出します。

1.［タイトル］をクリックし、［開く］をクリックする

2.ファイルを選択した後、［開く］をクリックする

タイトルデータが開き、保存していた編集内容が表示
されます。

お知らせ
新しく最初から編集を始めたいときは、［タイトル］メ
ニューの［新規作成］をクリックしてください。
保存と呼び出しの留意点
• 保存後、登録した元ファイルの削除や、フォルダの移
動をした場合などは、保存したタイトルデータを呼び
出すことができなくなります。
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便利な情報

画面各部の名称と機能
 

Aメイン画面
タイトルデータをページごとに表示します。表示するページは、レイアウト表示部（B）で選択してください。 

Bレイアウト表示部／チャプター表示部
メイン画面（A）の背景部をクリックすると、レイアウト表示部になりタイトルデータの各ページを並べて表示し、
タイトルデータの全体構造の確認ができます。また、ここで選択したページがメイン画面に表示されます。
チャプターが付いているムービーをクリックすると、チャプター表示部に切り換わりチャプターのサムネイルが表
示されます。

C  メディア選択／ディスク使用量表示部
書き込むメディアのサイズを選択してください。メディアによって最大記録容量が異なります。（→ 13ページ）
登録したムービーの合計容量が数字と棒グラフで表示されます。合計容量がディスクの最大記録容量を超えた場合
は数字と棒グラフが赤色表示になります。

D素材・情報表示部
素材データを選んでマウスの左のボタンをダブルクリックすると再生され、右クリックすると以下のメニューが表
示されます。
［再生］ ：選択した素材を再生します。
［登録］ ：選択した素材をメイン画面に登録します。

• 動画ファイルの登録
メイン画面でムービー登録枠を選んでいる場合は、その枠に登録されます。また、登録枠を選んで
いない場合は、空いている登録枠の一番先頭に登録されます。（空いている登録枠がない場合は、［登
録］は選べません。）

• 静止画ファイルは、背景に使用できます。静止画ファイルを右クリックし、［背景登録］を選びます。
（→ 30ページ）

A

B

C

D

HG

F

I

E

J
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∫デザイン素材選択部
メイン画面の背景をクリックすると、背景・フレーム・矢印に使
えるサムネイルが表示されます。また、ページタイトルやムー
ビーの名前のテキスト属性の確認や変更もできます。

∫ムービー情報表示部
メイン画面でムービーをクリックすると、ムービー情報が表示され
ます。
［変換情報］タブをクリックすると、DVD R/RWディスクへ書き込
む時の情報が表示されます。

お知らせ
音声多重録音のムービーの［音声設定］を［主＋副／ステレオ］
に設定すると、主音声と副音声の両方が記録されます。［主音声
／モノラル］、または［副音声］のどちらかに設定してください。
または、［Dolby Digital］を選択して［2カ国語］をチェックして
記録すると、主音声と副音声が再生時に切替可能な 2チャンネル
音声の DVDが作成できます。
また、DVD R/RWディスクに書き込む前に［プレビュー］画面で確認することをお勧めします。

E［編集］ボタン
登録したムービーの編集をします。

F［プレビュー］ボタン
登録したムービーの内容を確認したい時にクリックすると、［プレビュー］画面が表示されます。

G再生方法の設定
［個別再生］と［連続再生］が選べます。さらに、［自動再生］の有無が設定できます。

• 個別再生：DVDプレーヤーなどで再生したとき、１本のムービーの再生が終るたびにタイトルメニュー画面に戻
らせたい場合に選びます。

• 連続再生：DVDプレーヤーなどで再生したとき、１本のムービーの再生が終ってもタイトルメニュー画面には戻
らず、ディスク内のムービーを連続して再生したい場合に選びます。（このオプションを選んだ場合で
も最後のムービーの再生が終ったあとはタイトルメニューに戻ります。）

• 自動再生：DVDプレーヤーなどでディスクを再生しようとしたとき、最初にタイトルメニュー画面を表示させず
１番目のムービーから再生させたいときにチェックします。

H［書き込み］ボタン
編集し、確認したデータを DVD R/RWディスクに書き込みます。

I［終了］ボタン
DVDfunSTUDIO を終了します。 

Jメニュー

∫［タイトル］メニュー
編集内容の保存、呼び出しなどを行います。
［新規作成］
既存の編集内容を閉じ、新しく作成します。

［開く］
保存している編集内容ファイル（タイトルデータファイル）を読み出します。（→ 37ページ）

［上書き保存］
現在の編集内容をタイトルデータファイルに上書き保存します。

［テンプレート］タブ ［テキスト］タブ

［登録情報］タブ ［変換情報］タブ

J
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［名前を付けて保存］
現在の編集内容を名前を付けて保存します。（→ 37ページ）

［イメージからの書き込み］
ハードディスクに書き込んで保存した DVD-Videoのディスクイメージを読み出し、DVD R/RWディスクに書
き込みます。（→ 35ページ）

［DVDfunSTUDIOの終了］
DVDfunSTUDIOを終了します。

∫［ツール］メニュー
［環境設定］
作業ドライブや書き込みドライブなどを設定する［環境設定］パネルを開きます。（→ 41ページ）

［CollectTool］
DVD-MovieAlbumSE 4と連携して、DVD-RAMディスクに記録された動画を効率よく DVDfunSTUDIOに取り
込みます。

［DVD RWディスクの消去］
DVD RWディスクの初期化を行います。
初期化を行うと、DVD RW ディスクに保存されているすべ
てのデータが消去されます。必要なデータがないかよく確
認したうえで、初期化を行ってください。
•［簡易消去］：約 1分で消去できます。（目次情報のみ削除）
•［完全消去］：消去に最大で約 1時間かかります。（DVD

RW全体の削除）
消去時間はドライブの速度やメディアに依
存します。

お知らせ
DVDビデオカメラを書き込みドライブとして選択している場合は、［完全消去］を選択することはできません。
DVDfunSTUDIOでは簡易消去済みの DVD RWに記録することも可能です。

∫［ヘルプ］メニュー
［DVDfunSTUDIOヘルプ］

DVDfunSTUDIOの取扱説明書の PDFファイルを開きます。
［オンライン］
インターネットと接続してご利用できるメニューです。インターネット接続環境が必要です。
• ユーザーサポート：ソフトウェアユーザーサポートのホームページを開きます。

［バージョン情報］
本ソフトのバージョンを表示します。
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環境設定
メニューの［ツール］→［環境設定］で、［環境設定」パネルが開きます。
ここで設定した内容は DVDfunSTUDIOが記憶します。次回起動時も、下記の設定以外は保存されます。

•［出力設定］：［書き込み速度］が［最高速（推奨）］になります。
•［動き検出］：起動時は［1］の設定になります。

［出力設定］パネル
書き込みドライブを変更できます。
• DVD R/RWディスクに書き込む場合は
［Disc］にチェックマークを付けて、［書き込みドライブ選
択］の右横の をクリックし、メニューから出力先のドラ
イブ名を選んでください。

• 書き込み速度を設定するには
初期値では推奨設定として［最高速］がチェックされます。
通常はこちらをご使用ください。
書き込みに失敗する場合は［標準］にチェックマークを付
けてください。書き込みの速度は遅くなりますが、成功す
る確率が高くなることがあります。
DVD R/RWディスクはご利用の DVDドライブのメーカーが推奨しているメディアをご使用ください。

• DVD RWディスクの消去をするには
［DVD RWディスクの消去］ボタンをクリックすると［DVD RWディスクの消去］ウィンドウが表示されます。
（→ 40ページ）

• ハードディスクにディスクイメージを書き込む場合は
［HDD］にチェックマークを付けて、［イメージデータ保存フォルダ］で保存先のフォルダを設定してください。（保
存先フォルダは［選択］をクリックして選ぶこともできます。）
保存先フォルダの下に、「VIDEO_TS」というフォルダが自動作成され、その中にデータが書き込まれます。
（→ 35ページ）

• DVDディスクを取り出すには（DVDビデオカメラを接続時）
DVD ビデオカメラをパソコンに接続しているときは DVD ビデオカメラ本体の取り出しボタンは使用できません。
取り出しボタン［ ］をクリックするか、エクスプローラーの取り出しを選択してください。

［作業ドライブ設定］パネル
作業ドライブを変更できます。
•［作業ドライブ選択］の右横の をクリックし、メニューから作業用のドライブ名を選ぶ。
作業ドライブに選んだドライブの空き容量と現在登録しているタイトルを作成するために必要な空き容量が表示さ
れます。必要な空き容量以上の空きがあるドライブを作業ドライブに選んでください。

［動き検出］パネル
お使いのパソコンの環境に合わせて、画像内の動き（変化度
合い）を検出する範囲を５段階に変更できます。推奨は［1］
ですが、［2］～［5］に変更することで作成する DVDの再生
時の画質が改善されることがあります。（起動時は［1］の設
定になります。）出力後の画質においてブロックノイズや輪郭
ボケが多い場合に設定を変更してください。設定した内容は
再度変更するまで保持されます。
［標準］は処理時間を優先した設定で、推奨される設定です。
［広範囲］に近づけると、画質は向上しますが処理時間は長
くなります。設定［1］の処理時間を 1とすると、設定［3］
は約 2倍、設定［5］では約 3.5倍ほど処理時間がかかります。
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困ったときの Q&A

こんなときは ここをお調べください
DVDfunSTUDIOを起動できない 本ソフトウェアは、パソコンの管理者権限をもつユーザーでのみ起動するこ

とができます。(Windows® 2000/XPの場合 )
本ソフトウェアは、Guestユーザーでは使用することができません。
(Windows Vistaの場合 )

素材データを記録できない CD-ROMやSDメモリーカードなどのリムーバブルディスク（取り外し可能な
ディスク）に保存されているデータの書き込みはできません。

ページやムービーの名前が途中で切
れる

使用する書体によっては、［編集］画面と［プレビュー］画面で、文字の見え
かたが多少異なることがあります。ディスクに書き込んだときの見えかたの
確認は［プレビュー］画面で行ってください。（→ 32ページ）

ページが追加できない 最終ページ以外のページを表示しているときには、ページの追加はできませ
ん。また、追加できるページは最大 10ページまでです。

16：9のコンテンツが 4：3のレ
ターボックスになってしまう

16：9のアスペクト比のコンテンツを取り込む場合下記の点に注意してくださ
い。
• 画質の設定で［エンコードしない（最高画質）］を選んだ場合は元のアスペ
クト比で記録されます。元の動画ファイルの解像度が 720k480, 704k480,
720k576, 704k576以外の場合は［エンコードする］が選択されます。

• 画質の設定で［高画質］を選んだ場合は 16：9のアスペクト比でエンコー
ドされます。

• 画質の設定で［標準］、［長時間］、［節約］を選んだ場合は 4：3 のレター
ボックスにエンコードされます。

リンクボタンが表示されない ページが 1ページしかない場合は、リンクボタンは表示されません。

プレビュー画面で ボタンを押し
ても、再生が開始されない

ボタンを押した後、 ボタンを押した場合、最初のページにムービーが
なければ、再生は始まりません。再生したいムービーを選んでから、もう一
度 ボタンを押してください。

「ディスクの容量が不足していま
す。」と表示されて取り込めない

ドライブに挿入したDVD R/RWディスクに書き込める最大容量を超えている
ため、書き込みを実行することができません。登録済みのムービーを削除、
または画質設定を変更してください。
• 1枚のディスクに書き込めるデータの長さ（→ 6ページ）

DVD-MovieAlbumSE 4と本ソフトウェアを使って8 cm のDVD-RAM、DVD-RW
ディスクから動画ファイルを切り出し、8 cmの DVD R/RWディスクに書き込
みをする場合は、このメッセージが表示されても［OK］ボタンをクリックし
て処理を進めると書き込める場合があります。
（処理を進めても容量不足になる場合は、実際に書き込みを始める前に処理が
キャンセルされます。）

［タイトル］→［名前を付けて保存］
で保存したタイトルデータを呼び出
すことができない

タイトルデータの保存後、元ファイルを削除したり、フォルダを移動したり
すると、次回からタイトルデータを呼び出すことができなくなります。例え
ば、外付けのハードディスクにムービーの元ファイルがある場合に外付けの
ハードディスクを取り外すと、タイトルデータを呼び出すことができなくな
ります。

ドライブが認識されない、または
［ドライブなし］が表示される

他社製のライティングソフト、スキャナー、プリンターなどに付属の ASPI ド
ライバーをインストールしている場合、正常に動作しない場合があります。
その場合は、他のアプリケーション（ASPI ドライバー）をアンインストール
し、DVDfunSTUDIO を再インストールしてください。（DVDfunSTUDIOのア
ンインストール、インストールは画面の指示に従い、必ずパソコンを再起動
してください。）また、DVDドライブを複数台接続している場合は、正しく
認識されないことがあります。

［ドライブが接続されていません。］
と表示される

［ツール］→［環境設定］→［出力設定］で［HDD］のチェックを外し［Disc］
をチェックしてください。（→ 34ページ）
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データが 4.7 GB未満なのにディス
クに入らない（再エンコードが必
要）

元のデータが4.7 GB未満のMPEGの場合でも、DVDに記録する際に音声デー
タを LPCMに変換すると音声データが約 7倍増加し、結果として DVDに記
録可能な容量をオーバーします。［音声設定］で［Dolby Digital］を選ぶか再
エンコードしてください。
• 再エンコードをせずに記録するデータの目安は（→ 6 ページ）を参照して
ください。

DVD書き込み中にエラーになる ドライブとディスクの相性でうまく記録できない場合があります。メーカー
推奨のディスクをご利用してください。
メディアによっては、書き込みが正常に終了しても再生できない場合もあり
ます。書き込み後には必ず再生確認をしてください。
DVDfunSTUDIOで書き込み処理中は、絶対に他の書き込みアプリケーション
を操作しないでください。ディスクの作成に失敗し、ディスクを破損する場
合があります。
• DVDドライブを使用する他のアプリケーション（Drag’n Drop CDTM や

B’s Recorder GOLDTM など）や録画や MPEGエンコードなど CPU使用率
が高く、大量のメモリーを消費するアプリケーションを動作させないでく
ださい。
コンピュータウイルスを検知するソフトウェアなどが常駐している場合は、
そのソフトウェアを無効にしてください。
他社製のライティングソフト、スキャナー、プリンターなどに付属の ASPI ド
ライバーをインストールしている場合、正常に動作しない場合があります。
その場合は、他のアプリケーション（ASPIドライバー）をアンインストール
し、DVDfunSTUDIO を再インストールしてください。
DVD R/RWディスクへの書き込み中にエラーが発生した場合は、DVD-Video
のディスクイメージをバックアップします。バックアップされた DVD-Video
のディスクイメージから DVD R/RWディスクへ書き込むには（→ 35ページ）
を参照してください。バックアップされた DVD-Video のディスクイメージ
は、DVDfunSTUDIO終了時に自動的に消去されます。
OSがインストールされているドライブや作業ドライブに指定しているドラ
イブの状態により、正常に動作しないことがあります。ハードディスクの状
態を分析し、必要に応じて最適化を行ってください。

書き込んだディスクの再生時、画面
の一部が表示されない

DVD プレーヤーの表示機器（接続したテレビなど、またポータブル DVD プ
レーヤーの場合は画面表示部）によっては、画面の一部が表示されない場合
があります。

書き込んだディスクの再生時、最後
のムービーが少し切れる

DVD-Videoディスクを作成する（ハードディスクや DVD R/RWディスクに書
き込む）ときに、ムービーの最後の 0.5秒程度が短くなることがあります。

書き込んだムービーの音声が主音声
と副音声の両方になっている
どちらか片方に切り替えて聞きたい

音声多重録音のムービーを［主＋副／ステレオ］で記録すると、主音声と副
音声の両方が記録されます。両方の音声を記録すると、片方の音声に切り替
えることはできません。［主音声／モノラル］または［副音声］を選んで、記
録する音声を聞きたい音声１種類だけにしてください。または、［Dolby
Digital］を選択して［2カ国語］をチェックして記録すると、主音声と副音声
が再生時に切替可能な 2チャンネル音声の DVDが作成できます。
• ディスクに書き込む前に登録情報画面の［音声設定］を確認してください。
（→ 20ページ）また、DVD R/RW ディスクに書き込む前にプレビュー画面
で確認することをお勧めします。（→ 32ページ）

DVD-R 、DVD-RWに追記できない DVDfunSTUDIOで書き込みしたディスクは追記できません。DVDfunSTUDIO
以外のソフトで記録したディスクにも追記できません。

DVDプレーヤーで再生できない お使いのDVDプレーヤーがDVD R/RWディスクの再生に対応しているがご確
認ください。

こんなときは ここをお調べください
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