
株式会社メディアナビ(東京、牧野朗子社長、03-5467-1541)は、動画からお気に入りシーン
を切り出し、各種用紙にまとめて印刷できるWindows対応ソフト『動画でベストショット！ま
とめてプリント』を2011年7月22日(金)より発売開始します。

本製品はダウンロード限定版として4月に発売をして以来好評頂いている『動画でベストショット！』に「画像加工」「デコレーショ
ン」「一括まとめて印刷」の機能を搭載しました。

さらに動画のダウンロード、編集、変換なども行ないたい方向けの上位版『動画でベストショット！まとめてプリント Premium』も
発売。YouTubeやニコニコ動画のダウンロードや各種フォーマットへの変換ができる『らくちん動画変換2』をバンドルします。

《動画を切り出し、簡単にプリントできる！》

● ビデオだからできる自然な笑顔
カメラを向けると緊張するという話はよく聞きます。ビデオカメラで撮影すればポーズ
を意識しないので、自然な笑顔が撮影できます。

●運動会、学芸会、ピクニック、家族旅行などの楽しい思い出、
　動画は笑顔の詰まった宝箱です
「動画でベストショット！まとめてプリント」は、動画切り出しから、画像加工、プリ
ントまでできるオールインワンの便利ソフトです。写真用紙（L判、2L判、E判など）へ
の全面ふちなし印刷、定型用紙（A4、A5、はがきなど）への複数写真レイアウト印刷
や文字やイラストで着飾ったデコレーション印刷が楽しめます。
これから撮影するものはもちろんの事、過去に撮影して眠っていた動画を掘り起こして
みてはいかがでしょう？　※動画だけでなく静止画の印刷にも対応しています。
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《 高画質切り出し、自動レイアウト、 簡単デコレーション》

● フルHD時代だから可能になった！200万画素相当の高画質

本製品は動画ファイルから直接画像を切り出します
（スクリーンショットではありません）。ですので動
画本来の画質をそのまま取り出すことができます。例
えばフルHD動画なら、約200万画素（1920 x 
1080）の画像になります。インクジェットプリンタ
を使ったL判やハガキ印刷、インデックス印刷なら
まったく問題ないクオリティで印刷できます。

★実際に切り出したサンプル画像はこちら！★

● サクっとすぐに印刷！画像を選んで自動レイアウト＆ワンクリック画像加工

おすすめのレイアウト集からひな形を選ぶんで貼り込むだけで
自動でレイアウト。初心者でも安心です。

1枚に収まらない場合は自動的にページを作成し、まとめて印刷
できます。
レイアウトは自由自在。写真の拡大縮小、重ね順変更、回転、
影やフチぼかし、額縁風の写真フレーム追加などができます。
補正結果一覧からプレビューを見ながら画像の加工も出来ま
す。

● じっくりこだわって作りたい人へ、こだわり派のデコレーション印刷やフォトブック風印刷
お気に入り写真に文字やイラストを添えれば、さらに写真が楽しくなります。両面用紙にも対応しているので、フォト
ブック風のデザインもできます。

《 様々な動画形式に対応！もちろんフルHD動画にも！》

● 対応動画形式が豊富です！
DVD-Video形式、デジカメの動画のMP4やAVIやMOV、携帯電話で撮影した動画（3gp/3gp2/mp4）、Flash 
Video(flv)など、多数の動画形式に対応しています。AVCHD/AVCHD LiteのHD動画にも対応。

● 難しい設定はいりません！各種コーデック内蔵！
「動画でベストショット！」は、インストールすればそのままご使用いただけます。
必要な動画コーデックはほとんど入っていますので、難しい設定は必要ありません。

http://www.medianavi.co.jp/product/bestprint/hd_image.html
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製品情報 製品名 動画でベストショット！
まとめてプリント　
Premium
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製品情報 製品名

パッケージ版 パッケージ版 ダウンロード版 ダウンロード版

製品情報

価格 5,980円 [税込] 3,990円 [税込] 3,570円 [税込] 1,995円 [税込]

製品情報

発売日 2011年7月22日(金)新発売2011年7月22日(金)新発売2011年7月22日(金)新発売 好評発売中

OSOS 日本語Windows® 7 / Vista /XP Professional/XP Home Edition ※64 ビット版 
Windows では、32 ビット互換モード(WOW64)で動作します。
日本語Windows® 7 / Vista /XP Professional/XP Home Edition ※64 ビット版 
Windows では、32 ビット互換モード(WOW64)で動作します。
日本語Windows® 7 / Vista /XP Professional/XP Home Edition ※64 ビット版 
Windows では、32 ビット互換モード(WOW64)で動作します。
日本語Windows® 7 / Vista /XP Professional/XP Home Edition ※64 ビット版 
Windows では、32 ビット互換モード(WOW64)で動作します。

ディスプレイディスプレイ 1024x768 ドット、HighColor モード(32000 色)以上1024x768 ドット、HighColor モード(32000 色)以上1024x768 ドット、HighColor モード(32000 色)以上1024x768 ドット、HighColor モード(32000 色)以上

CPU／メモリCPU／メモリ ご使用のOSが推奨する環境以上 (高解像度の動画のキャプチャには1GB以上を推奨)ご使用のOSが推奨する環境以上 (高解像度の動画のキャプチャには1GB以上を推奨)ご使用のOSが推奨する環境以上 (高解像度の動画のキャプチャには1GB以上を推奨)ご使用のOSが推奨する環境以上 (高解像度の動画のキャプチャには1GB以上を推奨)

ハードディスクハードディスク 5MB以上(動画から切り出した静止画の格納用に別途空き容量が必要)5MB以上(動画から切り出した静止画の格納用に別途空き容量が必要)5MB以上(動画から切り出した静止画の格納用に別途空き容量が必要)5MB以上(動画から切り出した静止画の格納用に別途空き容量が必要)

対応形式対応形式 【書き出し画像形式※】BMP / JPEG / PNG
【読み込み動画形式】DVD- Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media 
Video(.wmv / .asf)、MPEG(.m1v / .m2v / .mp4 / .mov / .mpg / .mpeg / .
3gp / .3g2 / .mod)、Real Media(.rm / .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital 
Video(.dv)、その他
※書き出し画像形式は、付属ソフト「動画でベストショット！」で動画から切り出した画像の書き出し形式

です。「動画でベストショット！まとめてプリント」で作成したデータを画像形式で出力することは出来ま

せん。

※対応動画形式であっても、すべての形式の対応を保証するものではありません。事前に体験版にて動作確

認をして頂くことを推奨致します。CSSまたは、他のデジタル著作権保護で保護されたDVDから静止画を切

り出すことはできません。

【書き出し画像形式※】BMP / JPEG / PNG
【読み込み動画形式】DVD- Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media 
Video(.wmv / .asf)、MPEG(.m1v / .m2v / .mp4 / .mov / .mpg / .mpeg / .
3gp / .3g2 / .mod)、Real Media(.rm / .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital 
Video(.dv)、その他
※書き出し画像形式は、付属ソフト「動画でベストショット！」で動画から切り出した画像の書き出し形式

です。「動画でベストショット！まとめてプリント」で作成したデータを画像形式で出力することは出来ま

せん。

※対応動画形式であっても、すべての形式の対応を保証するものではありません。事前に体験版にて動作確

認をして頂くことを推奨致します。CSSまたは、他のデジタル著作権保護で保護されたDVDから静止画を切

り出すことはできません。

【書き出し画像形式※】BMP / JPEG / PNG
【読み込み動画形式】DVD- Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media 
Video(.wmv / .asf)、MPEG(.m1v / .m2v / .mp4 / .mov / .mpg / .mpeg / .
3gp / .3g2 / .mod)、Real Media(.rm / .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital 
Video(.dv)、その他
※書き出し画像形式は、付属ソフト「動画でベストショット！」で動画から切り出した画像の書き出し形式

です。「動画でベストショット！まとめてプリント」で作成したデータを画像形式で出力することは出来ま

せん。

※対応動画形式であっても、すべての形式の対応を保証するものではありません。事前に体験版にて動作確

認をして頂くことを推奨致します。CSSまたは、他のデジタル著作権保護で保護されたDVDから静止画を切

り出すことはできません。

【書き出し画像形式※】BMP / JPEG / PNG
【読み込み動画形式】DVD- Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media 
Video(.wmv / .asf)、MPEG(.m1v / .m2v / .mp4 / .mov / .mpg / .mpeg / .
3gp / .3g2 / .mod)、Real Media(.rm / .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital 
Video(.dv)、その他
※書き出し画像形式は、付属ソフト「動画でベストショット！」で動画から切り出した画像の書き出し形式

です。「動画でベストショット！まとめてプリント」で作成したデータを画像形式で出力することは出来ま

せん。

※対応動画形式であっても、すべての形式の対応を保証するものではありません。事前に体験版にて動作確

認をして頂くことを推奨致します。CSSまたは、他のデジタル著作権保護で保護されたDVDから静止画を切

り出すことはできません。
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株式会社メディアナビについて
社名 : 株式会社メディアナビ (MEDIA NAVI,Inc.)
代表取締役:牧野 朗子
所在地 : 〒150-0011 東京都渋谷区東 1-10-9 リマージュ K 2F
TEL : 03-5467-1541 FAX : 03-5467-1780

株式会社メディアナビは、自作 CD/DVD の印刷ソフト『らくちんCDラベルメーカー』や、企業用および個人・商店用の名刺作成ソフト『フォト名刺
倶楽部』『らくちん名刺&カード』、自作カレンダー印刷ソフト『フォトカレンダー倶楽部』をはじめとする、便利な印刷ソフトのパッケージ製品を
軸にソフトウェアの企画・開 発・販売してまいりました。複数の写真共有サイトから商用利用可能な写真を検索ダウンロードし管理をする『らくちん
フォト検索』の提供。さらにはインクジェッ トプリンタのインク使用量を減らして印刷コストを簡単に大幅カットするエコロジーソフトウェア、
『InkSaver』(インクセーバー)により、お客様の印刷ライフをさら に快適にする環境作りを作り上げてきました。更に 2008 年より新たに動画ジャ
ンルとして『らくちん動画変換』シリーズ、2010年より仕事を快適にするソフトウェア「仕事HACKS!」シリーズの提供を開始しました。

本件に関するお問い合わせ先: 
○株式会社メディアナビ 広報担当:長沢(ながさわ)
TEL:03-5467-1541  FAX:03-5467-1780 　E-mail:public@medianavi.co.jp
http://www.medianavi.co.jp/

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または商標です。
ムービーデジカメ®は、三洋電機株式会社の登録商標です。
その他、記載の商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。
(C)2011 MEDIA NAVI,Inc. / Monolith Corp. (C)2011 MEDIA NAVI,Inc. / CStream Corp. (C)2011 Anvsoft Software Co.,Ltd.
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