
IRT0371

製品ご利用の前に必ずお読みください。
この取り扱い説明書は大切に保管してください。
※本書及びシリアルナンバーを再発行することはできません。

誰でもできる
アルバム印刷2

シリアルナンバーは大切に保管してください。

※ソフトインストール時や最新版アップデートの際に必要となります。

本ソフトには、PDFマニュアルが同梱されております。
ソフトをインストールすると、パソコン上に

PDF マニュアルのショートカットアイコンが表示されます。

PDF マニュアルには、「ソフトの画面・各部の説明」と「よくあるお問い合わせ」

を掲載しておりますので、本書とあわせてご覧ください。
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動作環境・ご注意

■対応OS：Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1
　　　　　※Mac OSには対応しておりません。
　　　　　※マイクロソフトのサポート期間が終了したOSでの動作は保証いたしません。また、弊社サポートも対象外です。

■CPU：Intelプロセッサ 2GHz以上（または同等の互換プロセッサ）

■メモリ：1GB以上（Windows 7 / 8 / 8.1 の場合、2GB以上）

■ディスプレイ：1280×1024以上の解像度で色深度32bit True Color以上の表示をサポートしている環境

■CD-ROM：倍速以上

■ハードディスク：2GB以上の空き容量（インストール時)　別途データを保存するための空き容量が必要です。

■プリンター：対応OS上で正常動作するL判 / 2L判 / A4 / B5 / ハガキサイズに印刷可能なレーザープリンターもしくは
　　　　　　　インクジェットプリンター

■スキャナ：TWAIN32ドライバーに対応したスキャナー

■対応ファイル：<読込> JPEG / BMP / EMF / PNG / TIFF
　　　　　　　　<保存形式> JPEG / BMP / PNG / GIF / TIFF
　　　　　　　　<動画読込> MPEG1 / AVI / WMV

■その他：インターネット接続環境必須(ブロードバンド推奨)
　　　　　※PDFマニュアルの閲覧ソフトのインストールやアップデートの確認を行う際にはインターネット接続環境が必要です。

　　　　　DCF(Design rule for Camera File system)規格以外のデジタルカメラ等
　　　　　※一部ソフト側で対応できない接続機器もございます。
　　

【OSについて】

※上記OSが正常に機能し、OSの最低動作環境を満たしていることが前提です。

※日本語版32bitOSのみの対応です。各種ServerOSには対応しておりません。

　Windows 7 / 8 / 8.1 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。

※Windows 8 / 8.1 では、デスクトップモードのみ対応です。

※最新のサービスパック(SP)及び各種パッチが適用されている環境が前提です。

※管理者権限を持ったユーザーでお使いください。

【ご注意】

※「はじめてのアルバム印刷」「はじめてのアルバム印刷2」「誰でもできるアルバム印刷」以外の他のソフトとの互換性はありません。

※元の写真データに誤って上書き保存や写真データの破損、消滅につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

※あまりにも大きすぎる写真(画像)や一度にたくさんの写真(画像)ファイルを使用すると、パソコン環境によってはパソコンの動作に

　遅延等が見られる場合もありますのでご注意ください。

※JPEG / BMP / PNG / TIFFファイルは、一般的なWindows標準のファイルを基準としています。

　特殊なファイル（CMYKモードの物や、Web表示に特化したファイル等）は、本ソフト上では正常に読み込めない場合があります。

※パソコンの性能やプリンターとの組み合わせによっては、あまりにも大きすぎる画像ファイルを使いますと正常に印刷を行うことが

　できない場合もあります。また、一度にたくさんの画像を使用しますと、パソコン環境によってはパソコンの動作に遅延等が見られる

　場合もありますのでご注意ください。

※一部のプリンターでは正常に印刷を行うことができない場合もあります。

　複合機等の特殊な構造をしたプリンターなどで発生しやすい現象となっておりますので、正常に印刷できない場合はプリンタードライ

　バーの更新やプリンターの設定などご確認ください。）

※プリンターの印刷可能領域が狭いものでは、印刷内容が一部切れてしまう場合もあります。

※印刷に使用できる用紙のサイズは、お使いのプリンターの性能に依存します。

※フチなし印刷を行う場合、プリンターがフチなし印刷に対応していて適切に設定されている必要があります。

※日付表示はExifという撮影日時の情報が予め入っている時のみ表示できます。

※対応ファイルの再生に必要なコーデック、フィルター等が必要です。お使いのパソコン上で正常に再生できる動画ファイルのみの対応

　となります。

　本ソフトは全てのファイルの入力を保証するものではありません。

※文字はお使いのパソコンのフォントから選択して使用することができます。(一部選択できないフォントもあります。)

　本ソフトにはフォントは収録されておりません。

誰でもできるアルバム印刷2
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動作環境・ご注意

【ご注意　誰でもできる画像管理mini】

※写真に文字を書くことはできません。

※写真に日付を入れて印刷することはできません。

※複数を用紙一枚に印刷する時のファイル名(コメント)の文字サイズは小さく・大きく変更できない為、文字が途切れることがあります

　のでご注意ください。

※写真のサイズ変更はファイルサイズ(KB)や画質で指定することはできません。

※デジカメ、メモリーカードからの読み込みは一部ソフト側で対応できない接続機器もございます。

　DCF(Design rule for Camera File system)規格以外のデジタルカメラ等

※一部ソフト側で対応できない機器もございます。

※RAWデータや動画ファイル、破損データは対応しておりません。

※正常に認識されていない場合は、一度手動でパソコンに転送していただければソフトに取り込むことができます。

【サポートについて】

※弊社ではソフトの動作関係のみのサポートとさせていただきます。また、製品の仕様やパッケージ、ユーザーサポートなどすべての

　サービス等は予告無く変更、または終了することがあります。予めご了承ください。

※パソコン本体等の各種ハードウェア、各種ソフトウェアについてのお問い合わせやサポートにつきましては、各メーカーに直接お問い

　合わせください。

【その他】

※本ソフトにはネットワーク上でデータを共有する機能はなく、また、ネットワークを経由して本ソフトを使用することはできません。

※本ソフトを複数のパソコン上で使用するには台数分のソフトを必要とします。

※本ソフトを著作者の許可無く賃貸業等の営利目的で使用することを禁止します。改造、リバースエンジニアリングすることを禁止します。

※本ソフトを運用された結果の影響につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

　また、本ソフトに瑕疵が認められる場合以外の返品はお受け致しかねますので予めご了承ください。

※本ソフトのソフトウェアの再配布・貸与・レンタル・中古品としての取引は禁止します。

※本製品に含まれる素材の著作権は株式会社アイアールティー及び各制作請負者に帰属し、個人による私的利用においてのみ使用すること

　ができます。

　また、次に該当する用途への使用を禁止します。

　【1】収録素材自体、及び収録素材を使用した作成物により対価を得る行為

　【2】収録素材自体、及び収録素材を使用した作成物をロゴ･マーク･商標登録･意匠登録等の

　　　 権利が発生するものへ使用すること

　【3】公序良俗に反する利用

※著作者の許諾無しに、画像・イラスト・文章等の内容全て、もしくは一部を無断で改変・頒布・送信・転用・転載等は法律で禁止されて

　おります。

【商標について】

※Microsoft、Windows、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPは米国Microsoft Corporationの米国及びその

　他の国における登録商標または商標です。

※Mac、Mac OSは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。

※Intelはアメリカ合衆国および他の国におけるIntel Corporationの登録商標または商標です。

※その他記載されている会社名・団体名及び商品名などは、商標又は登録商標です。

※本製品は、株式会社アイアールティーのオリジナル製品です。

誰でもできるアルバム印刷2
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インストール方法とアンインストール方法

インストール方法

CDが認識されましたら、自動でセットアップが始まります。

パソコンの設定によっては自動でセットアップが

始まらない場合があります。

その場合は、

[コンピューター]※→[CDまたはDVDドライブ]→

[SETUP.EXE]をダブルクリックしてください。

※Windows 7、8、8.1の場合は[コンピューター]

　Windows Vistaの場合は[コンピュータ]

　Windows XPの場合は[マイコンピュータ]

1 本ソフトのCD-ROMをCD-ROMドライブに

入れてください。

2 使用許諾契約の内容を確認してください。

お使いのパソコンに『誰でもできるアルバム印刷2』をインストールします。

本ソフトをインストールする前に、次の項目をご確認ください。

○ハードディスクの空き容量

　2GB 以上の空き容量（インストール時 )　別途データを保存するための空き容量が必要です。

○管理者権限について

　インストールするパソコンの管理者権限を持っているユーザーがインストールを行ってください。

○アプリケーションソフトの停止

　インストールする前にウィルス対策ソフトなどの常駐ソフトや他のアプリケーションを停止してください。

※WindowsOSやお使いのパソコンそのものが不安定な場合も、正常にインストールが行われない場合があります。

使用許諾契約書の内容を確認し、

使用許諾契約の条項に同意しますをクリックして選択した

後、次へ ボタンをクリックしてください。

誰でもできるアルバム印刷2
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インストール方法とアンインストール方法

5 インストール完了！

3 インストール先のフォルダーを確認してください。

この画面からインストール先を選択できます。

インストール先を変更しない場合は 次へ ボタンをクリック、

インストール先を変更する場合は 変更 ボタンをクリック

してください。 

※通常は、インストール先を変更しなくても結構です。

インストールが正常に終了すると右のような画面が表示

されますので 完了 ボタンをクリックしてください。

4 設定の内容を確認してください。

確認用の画面が表示されます。

よろしければ インストール ボタンをクリックしてください。

インストールが始まります。

誰でもできるアルバム印刷2
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インストール方法とアンインストール方法

アンインストール方法

お使いのパソコンから『誰でもできるアルバム印刷2』をアンインストール（削除）します。

本ソフトを完全に終了して、タスクバーの左下あたりにマウスカーソルを合わせます。

小さいスタート画面が表示されますので、右クリックをして、表示されるメニューから

「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」で

一覧表示されるプログラムの中から「誰でもできるアルバム印刷2」を選択して「アンインストール」を

クリックすると、確認メッセージが表示されますので、はい ボタンをクリックするとアンインストールが

実行されます。

※Windows 7の場合、　　　ボタン→「コントロールパネル」→

  「プログラムのアンインストール」を選択してアンインストールを行ってください。

※Windows Vistaの場合、　　　ボタン→「コントロールパネル」→

  「プログラムのアンインストールと変更」を選択してアンインストールを行ってください。

※Windows XPの場合、「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」を

　選択してアンインストールを行ってください。

タスクバーの左下に
マウスカーソルをあわせる！

[コントロールパネル]
をクリック！ 2

小さいスタート画面を
右クリック！ 1

誰でもできるアルバム印刷2
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インストール方法とアンインストール方法

誰でもできるアルバム印刷2

インストール中、またはアンインストール中に下のような画面が表示された場合
次の手順で作業を続けてください。

Windows Vistaで[ユーザーアカウント制御]画面が

表示された場合

[許可]をクリックしてください。

Windows 7で[自動再生]画面が表示された場合

[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows 8、8.1で[自動再生]画面が表示された場合

[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows Vistaで[自動再生]画面が

表示された場合

[setup.exeの実行]をクリックしてください。

Windows 7で[ユーザーアカウント制御]画面が

表示された場合

 はい  ボタンをクリックしてください。

Windows 8、8.1で[ユーザーアカウント制御]画面が

表示された場合

 はい  ボタンをクリックしてください。
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起動方法

より良い環境でソフトを使用していただくために、IRTホームページ（http://irtnet.jp/）を

ご確認いただき、アップデートを行うことをおすすめいたします。アップデートはソフト上で発生している

問題等の修正や、より使いやすく改良が行われている場合があります。

スタート画面（Windows 8、8.1）からの起動

スタート画面が表示されますので、スタート画面上で右クリックして、　　　　　　をクリックして

「IRT」→｢誰でもできるアルバム印刷2」 をクリックしますと、本ソフトが起動します。

本ソフトには、PDFマニュアル（画面の説明/よくあるお問い合わせ）が同梱されています。

Windows 8、8.1 以外のOSの場合、PDFマニュアルをご覧いただくには、Adobe Readerが
必要となります。アドビシステムズ社より無償配布されているAdobe Readerをダウンロードしてください。
詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページをご覧ください。

タスクバーの左下あたりにマウスカーソルをあわせます。

小さいスタート画面が表示されますので、クリックをします。

タスクバーの左下に

マウスカーソルをあわせる！

小さいスタート画面

をクリック！

アイコンをクリックして

起動！

誰でもできるアルバム印刷2
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起動方法

誰でもできるアルバム印刷2

スタートメニュー（Windows XP、Windows Vista、Windows 7）からの起動

デスクトップショートカットからの起動

デスクトップ左下の

　　　 ボタン（Windows Vistaの場合は　　　　   ボタン、Windows XPの場合は[スタート]ボタン）をクリックして

「すべてのプログラム」→「IRT」→｢誰でもできるアルバム印刷2｣→｢誰でもできるアルバム印刷2｣をクリックしますと

本ソフトが起動します。

本ソフトをインストールすると、デスクトップ上に「誰でもできるアルバム印刷2」のショートカットアイコンが作成されます。

誰でもできるアルバム印刷2_PDFマニュアル
デスクトップショートカットアイコン

誰でもできるアルバム印刷2
デスクトップショートカットアイコン

誰でもできる画像管理mini
デスクトップショートカットアイコン
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はじめからアルバムページを作ってみよう

誰でもできるアルバム印刷2

「誰でもできるアルバム印刷2」は、用紙に写真を配置する感覚でアルバムを作成・印刷できるソフトです。
まずは、かんたんにアルバムページを作ってみましょう。

<作成例>
Ａ4サイズ縦の用紙に、写真や収録素材、
文字を入力して、自由にレイアウトした例です。

手順

　1.ページの設定

　2.画像を配置

　3.文字を配置　

　4.収録素材を配置して、アルバムを装飾

　5.ページを追加

1 アルバムページ画面を表示します

[アルバム作成]ボタンを
クリック！

[はじめから作成]ボタンを
クリック！

1．ページを設定する（用紙サイズや向きなど）

「誰でもできるアルバム印刷2」を起動します。

（起動方法は、8～9ページをご参照ください。）

右のようなランチャー画面が表示されます。

[アルバム作成]ボタンをクリック、次の画面で

[はじめから作成]ボタンをクリックします。



[ファイル]→[ページ設定]
を選択！

2 ページ設定を行います

[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択すると

ページ設定画面が表示されます。

[用紙のサイズと向き]タブをクリックして、

用紙サイズと用紙の向きを設定します。

次に、[補助線]タブをクリックして、補助線表示の

有無、補助線の表示間隔を設定します。

①用紙サイズ

②用紙の向き

用紙の向き
(縦または横)を選択！

[用紙のサイズと向き]
タブをクリック！

　  をクリックして、
用紙サイズを設定！

[補助線]タブを
クリック！ 11[補助線]表示の

有無を設定！ 2

[補助線]を表示する場合
間隔を設定！ 3

補助線を表示した場合

補助線を表示しない場合

11

はじめからアルバムページを作ってみよう

誰でもできるアルバム印刷2 はじめからアルバムページを作ってみよう



ページ設定画面の各項目の設定が終わりましたら、

Ｏ Ｋ ボタンをクリックします。

ＯＫボタンを
クリック！

設定した用紙サイズと向きで、
白紙の画面が表示されます

全体のレイアウトをみたい時や、細かい調整を
したい時など、表示倍率を変更すると作業しやす
くなります。

①画面下にある[表示倍率：100％]をクリックする
　と、メニューが表示されます。

②表示したい倍率などを選択します。

< ショートカットキー >
[Ctrl]+[+]（プラス）、[Ctrl]+[-]（マイナス）で
10％ずつ拡大・縮小表示します。

memo

表示倍率を変更する

①

②

表示倍率が変わりました

12

はじめからアルバムページを作ってみよう

誰でもできるアルバム印刷2 はじめからアルバムページを作ってみよう



写真やイラストなどの画像ファイルを自由に配置します。

読込可能な画像ファイル形式

2．画像を配置する

　　　ボタンをクリックします。

ページの上にマウスポインターを移動すると

ポインターが十字になります。

ドラッグ&ドロップ（※）で画像を配置する枠を

作成します。

（枠の大きさは、後からでも調整できます。）

ボタンを
クリック！

十

十

クリックしたままマウスを移動 → マウスを離す

左クリックしたまま
マウスを移動！

写真を配置

JPEG / BMP / EMF

PNG / TIFF

※ドラッグ＆ドロップ

　

マウスを離して
画像の枠を作成！

1

2

画像を配置する枠を作成します

13

はじめからアルバムページを作ってみよう

誰でもできるアルバム印刷2

1

はじめからアルバムページを作ってみよう



memo

オブジェクト枠を作成する時に
ドラッグ＆ドロップせずにクリックしてしまった場合

　　　ボタンをクリックしてから、

ページの上にマウスポインターを移動して

画像オブジェクトの枠を作成する際に、

ドラッグ＆ドロップせずにクリックしてしまうと

1つの小さな四角形だけが表示されます。

四角の上にマウスポインターを合わせると

ポインターが　　　から　　　に変わります。

その地点から左上にドラッグ&ドロップ（※）で

画像オブジェクトの枠を拡げます。
四角の上に
マウスポインターを移動！

1つの四角形が表示
された場合

？

マウスを離す！
2

画像を配置する枠が
拡がりました。

クリックしたままマウスを移動 → マウスを離す

※ドラッグ＆ドロップ

　

1

左クリックしたまま
マウスを左上に移動！
枠が拡がります。

14 はじめからアルバムページを作ってみよう

はじめからアルバムページを作ってみよう

誰でもできるアルバム印刷2



枠内をダブルクリック！

保存場所を
指定！ 1

画像ファイル
を選択！ 2

開くボタンを
クリック！ 3

画像が配置されました

サイズ変更

画像をクリックして選択した時に周辺に四角が
表示されます。
四角にマウスカーソルを合わせて、左クリックした
ままマウスを移動すると、画像のサイズを変更
できます。

位置変更

画像の枠内を左クリックしたままマウスを移動
すると、画像の位置を変更できます。

※サイズ変更時、画像の縦横比を
　保持したい・しないを設定するには・・・
　右クリックメニューの
　「サイズ変更は画像の縦横比に合わせて行う」
　にチェック(保持する）またはチェックを外して
　ください。

□を左クリック
したまま移動！

枠内を左クリック
したまま移動！

←→ 

画像オブジェクトの枠を作成しましたら、

画像オブジェクトの枠内をダブルクリックします。

画像ファイルを選択する画面が表示されますので、

画像ファイルの保存場所を指定し、画像ファイルを

選択して、開く ボタンをクリックします。

枠内に画像が挿入されましたら、サイズや位置を

調整します。

枠の中に画像を読み込みます2

画像のサイズ、位置を調整！

15 はじめからアルバムページを作ってみよう

はじめからアルバムページを作ってみよう

誰でもできるアルバム印刷2



3．文字を配置する

文字を配置

　　　ボタンをクリックします。

ページの上にマウスポインターを移動すると

ポインターが十字になります。

ドラッグ&ドロップ（※）で文字を配置する枠を

作成します。

（枠の大きさは、後からでも調整できます。）

ボタンを
クリック！

十

十

クリックしたままマウスを移動 → マウスを離す

左クリックしたまま
マウスを移動！

※ドラッグ＆ドロップ

　

マウスを離して
文字の枠を作成！

1
2

文字を配置する枠を作成します1

16

はじめからアルバムページを作ってみよう

誰でもできるアルバム印刷2 はじめからアルバムページを作ってみよう



文字の枠内を
ダブルクリック！

文字を入力、文字の設定を行います2

各項目を設定！

変更ボタンを
クリック！

2

1

書体の種類、文字
サイズ等を設定！

3

①[フォント]

　書体の種類と文字サイズ等を設定します。

②[文字色][縁取りの色]

③[縁取りの太さ]

　[縁取りの色]を設定した場合、太さを設定します。　　　

　  をクリックして、
色を設定！

縁取りの線の太さを
数値入力！

④[変形効果]

文字の枠を作成しましたら、枠内をダブルクリック

します。

テキストオブジェクトのプロパティ画面が表示され

ますので、各項目を設定します。

ＯＫボタンを
クリック！

　  をクリックして、
種類を設定！

つまみを移動して
効果の強さを設定！

17 はじめからアルバムページを作ってみよう

はじめからアルバムページを作ってみよう

誰でもできるアルバム印刷2



文字枠に、入力・設定した文字が表示されます。

文字の位置や枠のサイズを調整します。
枠のサイズ・位置の調整方法は、画像と同様です。

15ページをご覧ください。

設定した文字が挿入されました

文字の枠のサイズ、
位置を調整！

各項目を設定！

ＯＫボタンを
クリック！

文字の入力・設定が終わりましたら、

Ｏ Ｋ ボタンをクリックします。

　  をクリックして、
テキストの方向を設定！

⑧[テキストの方向]⑤[文字間隔]

⑥[枠にあわせて折り返す]

⑦[横位置][縦位置]
文字を入力！

⑨入力欄に文字を入力します

　  をクリックして、
文字の位置を設定！

文字間を狭くする場合は
マイナスを付けて数値入力！

　  をクリックして、
折り返しの設定！

18 はじめからアルバムページを作ってみよう

はじめからアルバムページを作ってみよう

誰でもできるアルバム印刷2



ソフトに収録されている素材を配置します。

4．収録素材を配置して、アルバムを装飾する

　　　ボタンをクリックします。

ページの上にマウスポインターを移動すると

ポインターが十字になります。

ドラッグ&ドロップ（※）で素材を配置する枠を

作成します。

（枠の大きさは、後からでも調整できます。）

ボタンを
クリック！

十

十

クリックしたままマウスを移動 → マウスを離す

左クリックしたまま
マウスを移動！

素材を配置

素材を配置

※ドラッグ＆ドロップ

　

マウスを離して
素材の枠を作成！

1
2

素材を配置する枠を作成します

19 はじめからアルバムページを作ってみよう

はじめからアルバムページを作ってみよう

誰でもできるアルバム印刷2
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素材が読み込まれました

素材の枠を作成しましたら、枠内をダブルクリック

して装飾素材画面を表示します。

ジャンル分けした素材のタブをクリックして、

配置する素材を選択し、ＯＫボタンをクリックします。

素材が配置されましたら、素材のサイズ、位置を調整

します。

素材のサイズや位置の調整は　画像と同様です。

15ページをご覧ください。

素材のサイズ、位置を調整！

枠の中に収録素材を読み込みます2 素材の枠内を
ダブルクリック！

例）
[スタンプ]タブを
クリックして
素材を表示！

1
素材を
選択！

2

ＯＫボタンを
クリック！ 3

20 はじめからアルバムページを作ってみよう

はじめからアルバムページを作ってみよう
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19～20ページの操作を繰り返します。

①　　　ボタンをクリック

②素材オブジェクトの枠を作成

③収録素材を選んで読み込む

④素材のサイズと位置を調整

②　　　ボタンをクリック

③素材を回転方向にドラッグ＆ドロップ

④回転するマウス操作が終わりましたら、

　画面左上の　　  ボタンをクリックして、回転操作を解除します。

①回転させたい素材を選択

<素材を回転する>

<コピーして貼り付ける>

<他の場所に違う素材を配置する場合>

①　　　　　コピーする素材をクリック

　　　　　　して選択

②編集メニューから[コピー]を選択

③編集メニューから[貼り付け]を選択

④コピーして貼り付けた素材は重なって

　いるので、ドラッグ＆ドロップで移動

←クリックしたまま
　マウスを移動 

マウスを離す

配置した素材を複製、回転などでアレンジしてみましょう3

左クリックしたまま
回転方向にドラッグ！

枠が表示されて
回転します。

マウスを離すと
素材が回転します。

21 はじめからアルバムページを作ってみよう

はじめからアルバムページを作ってみよう

誰でもできるアルバム印刷2

※素材や写真の重なり順の設定は48ページを
　ご覧ください。



5．ページを追加する、削除する

新しいページが表示されます

ページが削除されます

ボタンを
クリック！

ボタンを
クリック！

新しいページを追加する場合は、

ページ一覧表示にある　　 　　　　　　ボタン

をクリックします。

ページが後ろに追加されます。

追加したページ
をクリック！

削除するページ
を選択！

ページを削除する場合は、

ページ一覧表示で削除するページを選択し、

　　　　　　　　ボタンをクリックします。

選択したページが削除されます。

1

1

2

2

22 はじめからアルバムページを作ってみよう
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13～15ページの作業を繰り返し、

写真を配置していきます。

①画像ボタンをクリック

②画像オブジェクトの枠を作成

③画像ファイルを読み込む

④画像のサイズと位置を調整

19～20ページの作業を繰り返し、

収録素材を読み込んでページを

装飾します。

①素材ボタンをクリック

②素材オブジェクトの枠を作成

③収録素材を読み込む

④素材のサイズと位置を調整

16～18ページの作業を繰り返し、

文字を配置します。

①文字ボタンをクリック

②文字オブジェクトの枠を作成

③文字を入力・設定

④文字枠のサイズと位置を調整

2ページ以降も自由にレイアウトしたアルバムを作っていきます。

23 はじめからアルバムページを作ってみよう

はじめからアルバムページを作ってみよう

誰でもできるアルバム印刷2

6．アルバムページ作成例

※配置している文字、素材、写真の重なり順の設定方法は４８ページをご覧ください。



[ファイル]→[保存]を選択！

アルバムを保存する・アルバムを閉じる

[ファイル]メニューから[保存]を選択します。

名前を付けて保存画面が表示されますので、

ファイル名を入力して Ｏ Ｋ ボタンをクリックすると

ファイルが保存されます。

[ファイル]メニューから[バックアップ]を選択すると、

アルバムの保存先のフォルダーが表示されます

ので、ファイルの保存場所を確認できます。

Windows XPの場合、

マイコンピュータ→Cドライブ→Documents and 

Settings→All Users→Application Data→

IRT→daredemo_album→albumsフォルダー

Windows Vista、7、8、8.1場合、

コンピューター（Windows Vistaは[コンピュータ]）

→Cドライブ→ProgramData→IRT→

daredemo_album→albumsフォルダーに保存

されます。

ＯＫボタンを
クリック！ 2

ファイル名を
入力！ 1

作成したページをアルバムとして保存する

[ファイル]メニューから[終了]を選択します。

保存されていれば、画面が閉じます。

編集中の場合は、下記のような確認画面が

表示されます。

「はい」をクリックすると、保存したあとに画面が

閉じられます。

アルバムを閉じる

[ファイル]→[終了]を選択！

24 アルバムを保存する・アルバムを閉じる誰でもできるアルバム印刷2



テンプレートからアルバムを作成する

テンプレートを使うと、フォルダーに入っている写真を読み込んで、写真を順番に自動配置します。
※読み込むフォルダーに、配置する写真をまとめて保管しておいてください。

<作成例>
Ａ4サイズ縦のテンプレートを選択して
写真を自動配置。

手順

　1.テンプレート選択画面を表示する

　2.写真が入っているフォルダーを指定する

　3.テンプレートを選択する

　　

読込可能な画像ファイル形式

JPEG / BMP / EMF

PNG / TIFF

1 テンプレート選択画面を表示します

[アルバム作成]ボタンを
クリック！

[テンプレートから作成]ボタンを
クリック！

「誰でもできるアルバム印刷2」を起動します。

（起動方法は、8～9ページをご参照ください。）

右のようなランチャー画面が表示されます。

[アルバム作成]ボタンをクリック、次の画面で

[テンプレートから作成]ボタンをクリックします。

25 テンプレートからアルバムを作成する誰でもできるアルバム印刷2

テンプレートで
写真を自動配置



テンプレートからアルバムを作成する

2 写真が入っているフォルダーを指定します

選択ボタンを
クリック！

ＯＫボタンを
クリック！

2

写真のフォルダー
を選択！

1

テンプレート選択画面が表示されましたら、
選択 ボタンをクリックします。

フォルダーの参照画面が表示されますので
アルバムに使用する画像フォルダーを選択して
 Ｏ Ｋ ボタンをクリックします。

※予め写真を１つのフォルダーにまとめておいて
　ください。

26 テンプレートからアルバムを作成する誰でもできるアルバム印刷2



テンプレートからアルバムを作成する

読み込むフォルダーを選択できましたら、
[テンプレート]から、使用するテンプレートを選択
して Ｏ Ｋ ボタンをクリックします。

テンプレートに、選択したフォルダーの中の画像が
自動挿入されて、メイン画面が表示されます。

画像が自動配置されましたら、文字や素材を
追加するなど、アルバムページをアレンジできます。
13～21ページをご参照ください。

アルバムを保存する方法は、24ページをご覧くだ
さい。

テンプレートを
選択！

ＯＫボタンを
クリック！

2

1

テンプレートに画像が読み込まれました

1ページ

2ページ…

3 テンプレートを選択します

27 テンプレートからアルバムを作成する誰でもできるアルバム印刷2



テンプレートからアルバムを作成する

テンプレートでは、配置されている写真が固定されている
場合があります。
写真の移動やサイズ変更等を行いたい場合は、
固定を解除する必要があります。

対象の画像ファイルを選択して、右クリックします。

表示されるメニューから、「オブジェクトのサイズと配置」
を選択します。

オブジェクトのサイズと配置画面が表示されますので、
「　  サイズと位置を固定する」のチェックを外して、
ＯＫ ボタンをクリックすると、画像のサイズ・位置変更、
回転、トリミングなどができます。

<例：回転>
回転させる写真を選択します。

 　　 ボタンをクリックします。写真を選択してドラッグすると、枠線が表示されてドラッグに合わせて回転します。
回転させたい角度のところでマウスを離すと、その角度で写真が回転します。

操作が終わりましたら、画面左上の　　  ボタンをクリックして、マウス操作での回転を解除してください。

memo

テンプレートで自動配置された画像の位置・サイズを変更、回転、トリミングしたい場合

 画像を選択して、右クリック！
「オブジェクトのサイズと配置」
 を選択！

   「　 サイズと位置を固定する」
　  のチェックを外す！

ＯＫボタンを
クリック！

　　 ボタンをクリックしてから
回転させたいオブジェクトを選択！

1

ドラッグして
オブジェクトを
回転！

2

写真を回転できました

28 テンプレートからアルバムを作成する誰でもできるアルバム印刷2



テンプレートからアルバムを作成する

写真の枠をクリックして選択します。
キーボードの[Ｄｅｌｅｔｅ]キーを押すと、枠を削除できます。また、配列された写真は、削除しても自動で詰まりません。

※サムネイル印刷では、削除した写真は自動で詰まります。
　サムネイル印刷については、32～３４ページをご覧ください。

[ページを追加]ボタンをクリックすると、
テンプレート枠だけのページが追加されます。
枠内をダブルクリックして、1枠ずつ画像を読み込みます。
自由なレイアウトにしたい場合は、上記の手順で枠を
削除して、一から自由にレイアウトすることもできます。

※同じアルバムに、複数のテンプレートを組み合わせて
　使用することはできません。

memo

テンプレートで画像を自動挿入した時、余った枠を削除したい

memo

テンプレートでアルバムを作っている時にページを増やすと…

枠をクリックして選択したら
キーボードの[Delete]キーを押す！

枠を削除できました

[ページ追加]ボタンを
クリック！

29 テンプレートからアルバムを作成する誰でもできるアルバム印刷2



アルバムを印刷する

[ファイル]→
[印刷プレビュー]を選択！

開いているアルバムを印刷します。

[ファイル]メニューから[印刷プレビュー]を選択
します。
印刷プレビュー画面が表示されますので、
印刷プレビューを確認し、印刷 ボタンをクリック
します。

プレビューを確認後
印刷ボタンをクリック！

[印刷プレビュー画面]

※両面印刷を行うには、プリンターが
　両面印刷をサポートしている必要があります。
　プリンターの詳細につきましては、
　各メーカー様にお問い合わせください。
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アルバムを印刷する

印刷画面が表示されますので、プリンターを選択
します。
詳細設定 ボタンをクリックすると、お使いの
プリンターの設定画面が表示されますので、
用紙の向きや出力紙の指定、両面印刷の設定
などを行います。
設定後に印刷画面に戻りましたら、印刷 ボタンを
クリックすると、印刷がはじまります。

プリンターを
選択！

1

ＯＫボタンを
クリック！

用紙の向き、出力紙の指定、
両面印刷の設定などを行う！

4

印刷ボタンを
クリック！ 5

詳細設定 ボタンを
クリック！ 2

3

印刷結果をみて、印刷位置の補正を行うことが
できます。

①印刷画面の[補正]タブをクリックします。

②「　  位置の補正を行う」にチェックを入れます。

③位置の補正量を入力します。

④ 適用 ボタンの次に 印刷 ボタンをクリックして、
　印刷を実行します。
 

memo

印刷の位置を補正

※この画面は、一例です。[印刷設定] ダイアログ ボックスに

　表示される内容は、プリンターメーカーや機種によって異なります。

※両面印刷を行うには、プリンターが両面印刷をサポートしている

　必要があります。プリンターの詳細につきましては、各メーカー様に

　お問い合わせください。

[印刷画面]

[印刷設定画面]

[印刷画面]

印刷が始まります。
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サムネイル印刷をする

1 サムネイル印刷画面を表示します

2 用紙とプリンタの設定を行います

「誰でもできるアルバム印刷2」を起動します。

（起動方法は、8～9ページをご参照ください。）

右のようなランチャー画面が表示されますので

[サムネイル印刷]ボタンをクリックします。

メイン画面を表示している場合は、

メニューバーの[ツール]から[サムネイル印刷]を

選択してください。

用紙とプリンタの設定画面が表示されますので、 

変更 ボタンをクリックして用紙とプリンターの設定

をします。

ボタンをクリック！

変更ボタンを
クリック！

サムネイル印刷をする

※両面印刷を行うには、プリンターが
　両面印刷をサポートしている必要があります。
　プリンターの詳細につきましては、
　各メーカー様にお問い合わせください。

写真ファイルが入っているフォルダーまたはファイルをドラッグして、読み込んだ写真をサムネイル印刷します。

読込可能な画像ファイル形式

JPEG / BMP / EMF / PNG / TIFF
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サムネイルの設定 ボタン
をクリック！

3 サムネイルの設定を行います

サムネイル印刷画面の上にある

サムネイルの設定 ボタンをクリックして、

サムネイルの設定画面を表示します。

サムネイルのサイズ、枠の印刷の有無、枠の色を

設定して、Ｏ Ｋ ボタンをクリックします。

各項目の
設定！

1

ＯＫボタンを
クリック！

2

プリンタの設定画面が表示されましたら

　  をクリックして使用するプリンターを選択します。

プロパティ ボタンをクリックすると、
お使いのプリンターの設定画面が表示されます
ので、用紙の向きや出力紙の指定、両面印刷の
設定などを行います。

用紙とプリンタの設定画面に戻りましたら、
OK ボタンをクリックします。

サムネイル印刷をする

サムネイル印刷をする

2

プロパティボタンを
クリックして
用紙の向きなどを設定！

　  をクリックして、
プリンターを選択！

1

ＯＫボタンを
クリック！

3

ＯＫボタンを
クリック！
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4 サムネイル印刷画面に画像を読み込んで印刷します

サムネイル印刷に使用するファイルまたは

フォルダーをドラッグ＆ドロップして、

サムネイル印刷画面に画像を読み込みます。

並び順は、フォルダーをドラッグした場合は

フォルダーの中の並び順が反映されます。

画像が読み込まれましたら、印刷 ボタンをクリック

しますと、印刷がはじまります。

サムネイル印刷を終了する時は、 終了 ボタンを

クリックします。

※サムネイル印刷には、ページの保存機能は

　ありません。

ファイルまたはフォルダー
をドラッグ＆ドロップ！

印刷 ボタン
をクリック！

終了 ボタン
をクリック！

2

サムネイル印刷をする

サムネイル印刷をする

はい ボタン
をクリック！

画像が読み込まれました

印刷が始まります。

1

読み込んだ写真の中から、印刷しない写真を
選択して 削除 ボタンをクリックすると、
写真の並び順が自動で詰まります。

※元の写真データは削除されません。
※複数選択する場合は、キーボードの[Ctrl]キー
　を押しながらクリックで選択してください。

memo

写真を削除する

印刷しない写真を
選択！ 1

削除 ボタン
をクリック！

2
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スライドショーを見る

2 スライドショーの設定を行います

スライドショー画面が表示されましたら、

設定 ボタンをクリックします。

スライドショーの設定画面が表示されましたら、

各項目の設定を行い、Ｏ Ｋ ボタンをクリックします。

設定 ボタン
をクリック！

各項目の
設定！

1

ＯＫボタンを
クリック！

2

1 スライドショー画面を表示します

「誰でもできるアルバム印刷2」を起動します。

（起動方法は、8～9ページをご参照ください。）

右のようなランチャー画面が表示されますので

[スライドショー]ボタンをクリックして、

スライドショー画面を表示します。

メイン画面を表示している場合は、

メニューバーの[ツール]から[スライドショー]を

選択してください。

写真ファイルが入っているフォルダーまたはファイルをドラッグして、読み込んだ写真をスライドショーで見ることができます。

読込可能な画像ファイル形式

JPEG / BMP / EMF

PNG / TIFF

ボタンをクリック！
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スライドショーを見る

3 スライドショー画面に画像を読み込みます

4 スライドショーを再生します

スライドショーに使用する写真または

写真データが入っているフォルダーを、

スライドショー画面にドラッグ＆ドロップして、

写真を読み込みます。

※フォルダーの場合は、ファイル名の順番に

　写真を表示します。

スライドショー画面に写真が読み込まれましたら、▲

 ボタンをクリックして、スライドショーを再生

します。

5 スライドショー画面を閉じます

スライドショーを終了する時は、 終了 ボタンを

クリックしますと、スライドショー画面が閉じます。

ファイルまたはフォルダー
をドラッグ＆ドロップ！

▲

 ボタン
をクリック！

終了 ボタン
をクリック！

スライドショーを見る36誰でもできるアルバム印刷2



[ファイル]→[開く]を選択！

ランチャー画面からファイルを開く場合

メイン画面からファイルを開く場合

1 アルバムを開く画面を表示します

ボタンをクリック！

「誰でもできるアルバム印刷」を起動します。
（起動方法は、8～9ページをご参照ください。）

右のようなランチャー画面が表示されます。
[アルバム作成]ボタンをクリックして、
アルバム作成画面を表示します。

アルバム作成画面で、[ファイルを開く]ボタンを

クリックして、アルバムを開く画面を表示します。

メイン画面で他のアルバムを開いている時などは、
[ファイル]メニューから[開く]を選択します。

※作業中のファイルがありましたら、保存を確認
　してから、ファイルを開く作業を行ってください。

ボタンをクリック！

保存したアルバムを選択して開きます。

その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

保存したアルバムを開く
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2 アルバムを開く画面でアルバムを選択します

37ページのどちらかの作業を行いましたら、
アルバムを開く画面が表示されますので、
アルバムを選択して、ＯＫボタンをクリックします。

ＯＫボタンを
クリック！ 2

開くアルバム
を選択！ 1アルバムのイメージをサムネイル表示する方法は

39～41ページ（表紙設定）をご覧ください。

アルバムが開きました

その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

38誰でもできるアルバム印刷2



[ファイル]→[表紙として保存]
を選択！

表示しているアルバムページを表紙画像として保存することができます。

表紙にしたい
アルバムデータを表示！

アルバムの表紙を設定する方法を説明します。
本ソフトでのアルバムの表紙とは、作成したアルバムデータのサムネイル画像のことをいいます。
表紙を設定すると、アルバムを開く画面の時に表示されます。

作成したアルバムページを表紙にしたい場合

1

2

ＯＫボタンを
クリック！

表紙に設定した画像が
サムネイル表示されます

表紙にしたいアルバムページを開いて表示します。

[ファイル]メニューから[表紙として保存]を選択

します。

「保存しました。」と確認画面が表示されますので、

 Ｏ Ｋ ボタンをクリックします。

その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

アルバムの表紙を設定する
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その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

表紙として保存された
画像を選択！ 1

ＯＫボタンを
クリック！

[ファイル]→[表紙設定]
を選択！

既存の表紙素材からアルバムの表紙を設定する場合

表紙画像を選択！
1

ＯＫボタンを
クリック！

「ファイル」メニューから「表紙設定」を選択します。

表紙選択画面が表示され、表紙として保存した

アルバムページが画像になって追加されています。

追加した表紙画像を選択して Ｏ Ｋ ボタンを

クリックします。

[ファイル]メニューから[表紙設定]を選択します。

表紙選択画面が表示されますので、

表紙画像を選択して Ｏ Ｋ ボタンをクリックします。

2

2

[ファイル]→[表紙設定]
を選択！
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その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

保存場所を
指定！ 1

画像ファイル
を選択！ 2

開くボタンを
クリック！

[ファイル]→[表紙設定]
を選択！

表紙を追加ボタンを
クリック！

表紙として追加できる画像の形式は、PNG形式のみとなります。表紙画像を追加して使用する場合

[ファイル]メニューから[表紙設定]を選択します。

表紙選択画面が表示されましたら、

表紙を追加 ボタンをクリックします。

開く画面が表示されましたら、追加する表紙画像

の保存場所を指定し、ファイルを選択して、 

開く ボタンをクリックします。

表紙画像が追加されましたら、追加した画像を

選択して、 Ｏ Ｋ ボタンをクリックします。

設定した表紙は、ファイルを保存後、ファイルを

開く時にサムネイル画像で表示されます。

「ファイルを開く」は、37～38ページをご覧ください。

追加された
表紙画像を選択！

3

ＯＫボタンを
クリック！ 2

1
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その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

十

十

図形（四角・丸・線）を描く

　　　ボタンをクリックし、

表示されるメニューから図形の種類を選択します。

（ここでは、四角を選択）

ページの上にマウスポインターを移動すると

ポインターが十字になります。

ドラッグ&ドロップ（※）で四角を描きます。

（四角の大きさは、後からでも調整できます。）

　　ボタンを
クリックして、
表示される
メニューから
図形の種類を選択！

クリックしたままマウスを移動 → マウスを離す

左クリックしたまま
マウスを移動！

※ドラッグ＆ドロップ

　

マウスを離して
四角を作成！

1

2

四角形を描く
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その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

四角の枠内を
ダブルクリック！

四角を作成できましたら、四角の枠内を

ダブルクリックします。

図形のプロパティ画面が表示されますので

各項目を設定します。

①線の太さ

　  をクリックして、
線の太さを設定！

③線の色

　  をクリックして、
線の色を設定！

④塗りつぶしの色
②線の種類

　  をクリックして、
線の種類を設定！

　  をクリックして、
塗りつぶしの色を設定！
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その他の機能・操作説明

図形のプロパティ画面の各項目の設定が終わり
ましたら、ＯＫ ボタンをクリックします。

ＯＫボタンを
クリック！

設定した線の太さや色になりました

　　　ボタンをクリックし、

表示されるメニューから図形の種類を選択します。

（ここでは、丸を選択）

ページの上にマウスポインターを移動すると

ポインターが十字になります。

ドラッグ&ドロップ（※）で円形を描きます。

（円形の大きさは、後からでも調整できます。）

　　ボタンを
クリックして、
表示される
メニューから
図形の種類を選択！

円形を描く

操作方法は、四角形を描く場合と同様です。
42～44ページをご覧ください。

円形を作成できました

その他の機能・操作説明44誰でもできるアルバム印刷2



その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

直線を作成できましたら、直線の枠内を

ダブルクリックします。

※直線が垂直または水平で、枠内を選びにくい

　場合は、線の上にマウスポインターを合わせると

　カーソルが　　になりますので、そのままダブル

　クリックしてください。

図形のプロパティ画面が表示されますので

各項目を設定します。

　　　ボタンをクリックし、

表示されるメニューから図形の種類を選択します。

（ここでは、直線を選択）

ページの上にマウスポインターを移動すると

ポインターが十字になります。

ドラッグ&ドロップ（※）で直線を描きます。

（直線の長さや角度は、後からでも調整できます。）

　　ボタンを
クリックして、
表示される
メニューから
図形の種類を選択！

クリックしたままマウスを移動 → マウスを離す

※ドラッグ＆ドロップ

　

線を描く

十 十
左クリックしたまま
マウスを移動！

マウスを離して
直線を作成！

1

2

線の枠内を
ダブルクリック！
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ＯＫボタンを
クリック！

その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

図形のプロパティ画面の各項目の設定が終わり
ましたら、ＯＫ ボタンをクリックします。

①線の太さ ③線の色

　  をクリックして、
線の色を設定！

②線の種類

　  をクリックして、
線の種類を設定！

　  をクリックして、
線の太さを設定！

設定した線の太さ・種類・色になりました
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その他の機能・操作説明

写真に色のついた縁取り線がつきました

配置している写真の上
で右クリック！

1

写真の上で右クリックすると、メニューが表示され

ます。

「枠」を選択して、枠のプロパティ画面を表示します。

枠のプロパティ画面で各項目を設定し、

ＯＫボタンをクリックすると、設定した線の色や

太さで写真が縁取られます。

※テンプレートデータの写真枠には全て枠線を

　つけております。

　枠線を消すには、枠のプロパティ画面「線の色」

　で「なし」を選択し、「OK」ボタンをクリックして

　ください。

枠の太さ、種類、色を
設定！

ＯＫボタンを
クリック！

1

2

写真に縁取り線をつける

配置した写真に縁取り線の設定をします。

表示されるメニューから
[枠]を選択！

2

その他の機能・操作説明47誰でもできるアルバム印刷2



その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

48

重なり順が変わりました。
1クリックするごとに1つずつ重なり順が
変更されます。

ボタンを
クリック！

1

オブジェクトを
選択！

2

選択している
オブジェクトの
重なり順を設定！

　　 ボタンをクリック！

「オブジェクトのサイズと配置」
 を選択！

 オブジェクトの上を
 右クリックしてメニュー表示！

ＯＫボタンを
クリック！ 2

2

1

1

オブジェクトの重なり順を設定したい場合は、
まず設定するオブジェクトを選択します。

前面に配置したい場合は　　   ボタンをクリック、

背面に配置したい場合は、　　　ボタンをクリック

します。

重なりの順番は、クリックする毎に1つずつ変わり

ます。

誰でもできるアルバム印刷2

また、オブジェクト上で右クリックし、表示される
メニューから「オブジェクトのサイズと配置」を
選択すると、オブジェクトのサイズと配置画面が
表示されますので、重なりの順番を設定して、
[ＯＫ]ボタンをクリックします。

オブジェクトの重なり順を設定する



その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

人物の顔や写真に写ってしまった個人情報などを隠す時など、マスク機能を使用して隠すことができます。

マスク部分は印刷されません。

マスク機能を使用する

写真やイラスト画像などを配置します。

（配置方法は、13～15ページをご覧ください）

　　   ボタンをクリックします。

ページの上にマウスポインターを移動すると

ポインターが十字になります。

ドラッグ&ドロップでマスクの枠を作成します。

（枠の大きさは、後からでも調整できます。）

ボタンを
クリック！

十

マスクの四隅にある四角にカーソルを合わせて、

クリックしたままマウスを移動すると、

マスクのサイズを変更できます。

サイズ変更

マスクの枠内をクリックしたままマウスを移動する

と、マスクの位置を変更できます。

位置変更

□をクリック
したまま移動！

←→ 

枠内をクリック
したまま移動！

[ファイル]メニューから[印刷プレビュー]を選択

すると、マスクを配置した箇所が隠され、

印刷されないことが確認できます。

十
十字のカーソルを
ドラッグ＆ドロップ
して、マスクの枠を
作成！

マスクを設定した箇所が
白い四角になって印刷されません
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その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

あらかじめ下絵として保存してある画像をソフトに読み込む方法を説明します。

下絵は印刷されません。

下絵をファイルから読み込む

[下絵]→[下絵を読み込む]
→[ファイルから]を選択！

下絵として読み込むことができるファイルは、

JPG/BMP/EMF形式のファイルです。

[下絵]メニューから[下絵を読み込む]→

[ファイルから]を選択します。

開く画面が表示されましたら、保存場所を指定し、

開くファイルを選択して、 開く ボタンをクリック

します。

下絵が読み込まれましたら１３～２９ページを参考

にアルバムを作成していきます。 ファイルの保存
場所を指定！ 1

下絵のファイル
を選択！ 2

開くボタンを
クリック！ 3

下絵が読み込まれました
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その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

画像のトリミングをする

配置している画像を選択します。

　　　　 ボタンをクリックして、画像オブジェクトの

四隅にある□の上にマウスカーソルを合わせると、

カーソルが　　になります。

ドラッグ＆ドロップして切り取る範囲を設定します。

画像がトリミングされました

選択した型で写真が切り抜かれました

ボタンを
クリック！

□にカーソルを
合わせて
ドラッグ＆ドロップ！

memo

切り抜きのメニューを使用する

画像オブジェクトの上を

右クリックし、「切り抜き」を

選択すると、切り抜くことが

できる型のメニューが

表示されます。

画像オブジェクトの
上を右クリック！

[切り抜き]→
切り抜きのメニューから
型を選択！

1

1

2

2

←→ 
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その他の機能・操作説明

色の調整をする

色の調整が反映されました

ボタンを
クリック！

配置している写真を選択します。

　　　　 ボタンをクリックしますと、色の調整画面

が表示されます。

各項目のつまみを設定して、 Ｏ Ｋ ボタンをクリック

します。

2

ＯＫボタンを
クリック！

各項目の
つまみを設定！

1
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その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

動画から画像を読み込む

画像オブジェクトの枠を作成します。

（作成方法は１３ページをご覧ください）

画像オブジェクト上で右クリックし、表示される

メニューの中から、[動画から...]を選択します。

動画を読み込んで、静止画としてアルバムに配置する方法を説明します。

読み込むことができる動画は、MPEG1 / AVI / WMV形式です。

画像オブジェクト上で
右クリック！

表示されるメニューから
[動画から...]を選択！

1

2

1 動画→静止画画面を表示します

2 動画を読み込みます

動画→静止画画面が表示されましたら

読込 ボタンをクリックします。

読込 ボタンを
クリック！
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2

再生ボタンを
クリック！

1

ここから ボタンを
クリック！

2

停止 ボタンを
クリック！

4

ここまで ボタンを
クリック！

3

3 静止画を取得する範囲を設定します

開く画面が表示されますので、動画ファイルの

保存場所を指定し、動画ファイルを選択して、

開く ボタンをクリックします。

保存場所を
指定！ 1

動画ファイル
を選択！ 2

開くボタンを
クリック！ 3

動画が読み込まれましたら 再生 ボタンをクリック

して動画を再生します。

静止画の取得を開始する位置で ここから ボタン

をクリックして、開始位置を設定します。

静止画の取得を終了する位置で ここまで ボタン

をクリックし、停止 ボタンをクリックして、

動画の再生を停止します。

その他の機能・操作説明
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2

取得する
枚数を入力！

1

取得ボタンを
クリック！

3

4 動画から静止画を取得します

静止画を取得する範囲を設定できましたら、

取得する枚数とつなげる方向を設定して、

 取得 ボタンをクリックします。

※取得できる静止画は20枚までです。

　例えば２０に設定した場合、設定した範囲の

　動画から、均等間隔に２０枚の静止画を取得

　します。

　

つなげる方向を
選択！

2

動画から静止画が取得されました

その他の機能・操作説明
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ＯＫボタンを
クリック！

2

5 静止画を選択して配置します

静止画が取得できましたら、

アルバムに配置したい静止画を選択して

ＯＫ ボタンをクリックします。

※静止画はクリックで複数選択できます。

静止画を
クリックして
選択！

1

選択した静止画が配置されました

その他の機能・操作説明
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その他の機能・操作説明

配置している写真の上
で右クリック！

1

写真の上で右クリックすると、メニューが表示され

ます。

「日付」を選択して、画像の日時画面を表示します。

画像の日時画面で各項目を設定し、

ＯＫボタンをクリックすると、設定した表記方法、

表示位置、フォントで日時が表示されます。

写真の日時を表示させる

日時を表示できるのは、Exif情報（デジタルカメラ等の撮影情報）がある画像ファイルです。

表示されるメニューから
[日付]を選択！

2

その他の機能・操作説明

「□日時を表示」に
 チェックを入れる！

1

4

表記方法を選択！

2

表示位置を選択！
3

ＯＫボタンを
クリック！

5

フォント設定ボタンを
クリックして
フォントの種類や
大きさを設定！

撮影日が表示されました
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その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

表示しているアルバムデータを画像形式で保存する（PNG / JPG / BMP / GIF形式）

ファイルの保存
場所を指定！ 1

ファイル名を
入力！ 2

ファイルの種類
を選択！ 3 保存ボタンを

クリック！ 4

画像ファイルが保存されました

[画像形式で保存]
を選択！

　 をクリックして
保存する解像度を設定！

1

ＯＫボタンを
クリック！ 2

画像で出力したいアルバムページを開いて表示

します。

１ページを1つの画像として保存します。

[ファイル]メニューから[画像形式で保存]を選択

します。

解像度の選択画面が表示されますので、

　  をクリックして、解像度を選択後、Ｏ Ｋ ボタンを

クリックします。

名前を付けて保存画面が表示されますので、

保存する場所を指定、ファイル名を入力、ファイル

の種類を選択して、保存 ボタンをクリックします。
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その他の機能・操作説明

その他の機能・操作説明

バックアップファイルの保存場所を開く

バックアップファイルの保存先が
表示されます

[ファイル]メニューから[バックアップ]を選択します。

アルバムの保存場所が表示されますので

ファイルをコピーしてバックアップを作成するほか、

アルバムデータを削除することができます。 [ファイル]→[バックアップ]
を選択！
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コピーするデータ
を選択！ 1

[ファイル]→[バックアップ]を　
選択！

右クリックして
表示されるメニュー
からコピーを選択！

2

アルバムデータを別のパソコンへ移す

[ファイル]メニューから[バックアップ]を選択します。

アルバムの保存場所が表示されますので、別の

パソコンに移したいアルバムデータを選択します。

選択した状態で右クリックし、表示されるメニュー

から[コピー]を選択します。

データをコピーしましたら、USBメモリなどに、

データを保存します。

データを移したい別のパソコンにUSBメモリを

差し込みます。

別のパソコンで、「誰でもできるアルバム印刷」を

起動します。

[ファイル]メニューから[バックアップ]を選択します。

アルバムの保存場所が表示されますので

USBメモリに保存したアルバムデータをコピーして、

表示されているウィンドウ内に貼り付けます。

別のパソコンでソフトを起動

コピーしたデータを
USBメモリなどに
貼り付けて保存！
データを別のパソコン
移動！

[バックアップ]を　
選択！

USBメモリ内の
ファイルをコピーして
貼り付け！

その他の機能・操作説明
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付属ソフト「誰でもできる画像管理mini」で撮影した写真をかんたんに管理！

「誰でもできる画像管理mini」は、旅行で友達と撮ったたくさんのデジカメ写真をパソコンへ保存する時や
パソコン内の画像をソフトに取り込んで整理したい時に便利です。
デジタルカメラやメモリーカードを接続して、直接写真を取り込んで管理することができます。※DCF規格に対応
　　　
また、印刷機能もあり、A4 / B5 / ハガキ / L判 / 2L判 印刷、サムネイル印刷やフチなし印刷に対応しています。

※フチなし印刷はプリンターが対応していて適切に設定されている必要があります。　　
　サムネイル印刷(2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 12 / 24分割)

<手順・操作方法>

　1.ファイルを作成する（62ページ）

　2.ファイルを開く（63ページ）

　3.ファイルに写真を取り込む（64～66ページ）

　

　リネームする（67～68ページ）

　印刷する（69～70ページ）

　ファイルのバックアップを作成する（71ページ）

　バックアップからファイルを復元する（72ページ）

「誰でもできる画像管理mini」で写真を管理する
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「誰でもできる画像管理mini」で写真を管理する

「誰でもできる画像管理mini」で写真を管理する

ボタンを
クリック！

ファイルを作成する

ファイル名を
入力！

1

2

作成 ボタンを
クリック！

ＯＫボタンを
クリック！

はい ボタンを
クリック！

付属ソフト「誰でもできる画像管理mini」を起動

します。

（起動方法は、8～9ページをご参照ください。）

　　　　　　　ボタンをクリックして、
新規作成画面を表示します。

新規作成画面が表示されましたら、ファイル名を
入力して、作成 ボタンをクリックします。

確認画面が表示されますので、はい ボタンを
クリック、OK ボタンをクリックしますと
作成したファイルが表示されます。
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「誰でもできる画像管理mini」で写真を管理する

「誰でもできる画像管理mini」で写真を管理する63

写真を管理するファイルをクリックして選択し、

　　　　　　　　ボタンを
クリックします。
確認画面が表示されますので、
はい ボタンをクリックしますと、選択した
ファイルが開かれ、内容が表示されます。

ファイルを
クリック！

1

ファイルを開く

ボタンを
クリック！

2

はい ボタンを
クリック！
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1 写真が保存されているフォルダーを表示します

ボタンを
クリック！

保存場所を
選択！

1

2

ファイルが開かれましたら、

　　　　　　　　ボタンをクリックします。
フォルダーの参照画面が表示されますので、
写真が保存されているフォルダーを
クリックして選択し、OK ボタンを
クリックしますと、選択したフォルダーに
保存されている写真が表示されます。

デジカメやメモリーカードに保存されている
写真を取り込むには、デジカメや
メモリーカードをPCに接続し、デジカメ ボタン
または メモリーカード ボタンをクリックします。

※一部ソフト側で対応できない接続機器も
　ございますのでご注意ください。
　DCF(Design rule for Camera File
　system)規格以外のデジタルカメラ等

memo
デジカメ、メモリーカードから
写真を取り込むには

ファイルに写真を取り込む

OK ボタンを
クリック！

写真が表示されました

はいボタンを
クリック！
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2 写真をファイルに取り込みます

□をクリックして
写真を選択！

1

写真一覧に写真が表示されましたら、
取り込みたい写真の□をクリックして
写真を選択します。
選択された写真は周囲に赤い枠が
表示されます。

写真が選択できましたら、

　　　　　　　　　　　　　　　　ボタンを
クリックします。

確認画面が表示されますので、
はい ボタンをクリックし、OK ボタンを
クリックしますと、選択した写真が
ファイルに取り込まれます。

ボタンを
クリック！

2

はい ボタンを
クリック！

全て選択 ボタンを
クリック！

OK ボタンを
クリック！

ファイルやフォルダーに保存されている写真を
全て選択するには、全て選択 ボタンを
クリックします。
複数ページに渡って写真が保存されている
場合でも全ての写真を選択することができます。

memo

全ての写真を選択する
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ファイルに取り込んだ写真は、

　　　　　　　 ボタンをクリックして、
ファイルの内容を表示すると見ることができます。

ボタンを
クリック！

取り込んだ写真が表示されました
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1 名前を変更する写真を選択します

ファイルを開いて、取込まれている写真を
表示できましたら、名前を変更したい写真の
□をクリックして写真を選択します。
選択された写真は周囲に赤い枠が
表示されます。

2 リネームの設定をして、名前を変更します

ファイルに取り込んだ写真の名前を一括変更する

□をクリックして
写真を選択！

ボタンを
クリック！

各項目を
設定！

1

2

写真が選択できましたら、

　　　　　　　　　　　　ボタンを
クリックします。
リネーム画面が表示されますので、
各項目を設定します。

設定ができましたら、実行 ボタンを
クリックします。

実行 ボタンを
クリック！
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写真の写真名が変更されました

はい ボタンを
クリック！

OK ボタンを
クリック！

確認画面が表示されますので、
はい ボタンをクリックし、OK ボタンを
クリックしますと選択した写真の写真名が
変更されます。
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1 印刷する写真を選択します

□をクリックして
写真を選択！

写真を印刷する

ファイルを開いて、取り込まれている写真を
表示できましたら、印刷したい写真の□を
クリックして写真を選択します。
選択された写真は周囲に赤い枠が
表示されます。

2 印刷の設定をします

ボタンを
クリック！

写真が選択できましたら、

　　　　　　　  ボタンをクリックします。
印刷プレビュー画面が表示されますので、
各項目を設定します。

各項目を設定！



「誰でもできる画像管理mini」で写真を管理する
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3 印刷をします

各項目を設定！ 1

2

OK ボタンを
クリック！

印刷 ボタンを
クリック！

印刷の設定ができましたら、
印刷 ボタンをクリックします。

プリンターの設定画面が
表示されますので、各項目を設定して、
OK ボタンをクリックしますと、
印刷が開始されます。
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保存先を選択！ 1

バックアップを作成するには、
バックアップ ボタンをクリックします。

フォルダの参照画面が表示されますので、
バックアップの保存先を選んで、
OK ボタンをクリックします。
確認画面が表示されますので、
はい ボタンをクリックしますと、
バックアップが作成されます。

作成したバックアップはUSBメモリー等に
保存しておくと、PCを買い換えた際などの
データ移動などにも使用することができ、
便利です。

memo

バックアップの保存場所

ファイルのバックアップを作成する

2

バックアップ ボタンを
クリック！

OK ボタンを
クリック！

OK ボタンを
クリック！

はい ボタンを
クリック！

「誰でもできる画像管理mini」で写真を管理する
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バックアップから復元するには、
復元 ボタンをクリックします。

フォルダの参照画面が表示されますので、
バックアップの保存場所を選んで、
OK ボタンをクリックします。
確認画面が表示されますので、
はい ボタンをクリックして、OK ボタンを
クリックしますと、バックアップから
ファイルが復元されます。

※バックアップを復元すると、ソフト上に
　現在保存されている本棚のデータが失われ、
　バックアップの内容に上書きされますので、
　ご注意ください。

バックアップからファイルを復元する

2

復元 ボタンを
クリック！

OK ボタンを
クリック！

1

保存場所を
選択！

OK ボタンを
クリック！

はい ボタンを
クリック！

72誰でもできるアルバム印刷2
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お問い合わせ窓口

お問い合わせ窓口

本ソフトに関する、ご質問・ご不明な点などございましたら、
パソコンの状況など具体例を参考に出来るだけ詳しく書いていただき、
メール・電話・FAX等でユーザーサポートまでご連絡ください。

○ソフトのタイトル・バージョン
　例:「誰でもできるアルバム印刷2」など

○ソフトのシリアルナンバー
　本書の表紙に貼付されています。

○ソフトをお使いになられているパソコンの環境
　・OS及びバージョン
　　　例：Windows 8.1
　　　　  Windows Updateでの最終更新日○○年○月○日
　・ブラウザのバージョン 
　　　例：Internet Explorer 11
　・パソコンの仕様 
　　　例：SONY  XXXX-XXX-XX
　　　　  PentiumⅢ 1GHz　HDD 500GB　Memory 2GB
　・プリンターなど接続機器の詳細
　　　例：プリンター EPSONのXXXX(型番)を直接ケーブルで接続している
　　　　  インクジェットプリンター、ドライバーソフトは更新済み

○お問合せ内容 
　例：～の操作を行ったら、～というメッセージがでてソフトが動かなくなった
　　  □□□部分の操作について教えてほしい…etc
　　　　　　
○お名前　　　

○ご連絡先など
　※メールの場合、お客様のメールサーバーのドメイン拒否設定により、
　　弊社からのメールが受信されない場合がありますので、その際は設定をご確認ください。

シリアルナンバーシール
貼付場所
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ご質問・ご不明な点がございましたら、サポート専用番号へご連絡
ください。コンピューターのスペックや周辺機器などの状況を詳しく
お調べの上、お伝えください。

Support

メールでのお問い合わせ

E-mail  info@irtnet.jp
サポート時間 : 10：00～17：30　(土・日、祭日を除く)
※通信料はお客様負担となります。

お電話・FAXでのお問い合わせ

TEL   050-3538-6703
FAX   050-3538-6704
サポート時間 : 10：00～17：30　(土・日、祭日を除く)
※通信料はお客様負担となります。

ＩＲＴホームページ

URL   http://irtnet.jp/
ホームページでは、ソフトウェアの最新情報、アップデート情報をお知らせして

おります。最新版のソフトウェアをダウンロードしてお使いいただけます。

■ご注意
　お客様よりいただいたお問合せに返信できない現象が多発しております。
　FAX及びe-mailでのお問合せの際には、ご連絡先を正確に明記の上、サポートまで
　お送りくださいますよう宜しくお願い申し上げます。
　また、お問い合わせいただく前に、プリンター等の設定などを今一度ご確認ください。
　時間帯等によっては、混雑等により一時的に電話が繋がりにくい場合があります。
　その際はお手数ですが、時間をずらしておかけ直しください。
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