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素材集に新提案！クリエイティブコモンズ対応で、「無料」で「無限」の

写真素材ダウンロードソフト「らくちんフォト検索」新発売 

 
『らくちんフォト検索™ 』 2007 年 8 月 31 日（金）発売開始 

Windows Vista/XP/2000 対応 CD-ROM/ダウンロード版 

 
株式会社メディアナビ (東京、牧野朗子社長、03-5467-1541)は、「Flickr™ 」「フ

ォト蔵™ 」に対応したフォト素材の検索＋管理ソフト『らくちんフォト検索™ 』

を6月6日のパブリックベータ版配布開始の発表から約2ヶ月間のベータテストを

経て製品化致しました。 

 

2007年8月31日（金）より、全国のパソコンショップやカメラ量販店の素材集コー

ナー、および各社ダウンロード販売サイト、および自社直販サイトにて発売いた

します。 

 

■らくちんフォト検索™ とは 

今人気の写真共有サイト「フォト蔵™ 」と「Flickr™ 」をまとめて検索し、クリエイティブコモンズ対

応の写真素材をまとめてダウンロードする、ネット検索対応の素材管理ソフトです。ダウンロードした

写真の自動タグ付けによる管理や写真の書き出しなどダウンロードした素材を効率よく管理可能です。 

■ 4,000 人を超えるのベータテスターのご意見を取り入れ、ついに商品化 

6 月 6 日(水)に開発中のベータテスターを募集した結果、一般のユーザをはじめ、ブロガー、デザイン

会社やフリーのデザイナーなど、ネット上の口コミ効果のみで 4,000 人を超える方にテスターとしての

ご登録をいただきました。約 2 ヶ月の間にわたるテスターからのフィードバックの受付および、独自の

アンケートを元に、機能面および販売方法の検討を図り、製品版の発表となりました。 

■ よりカッコいい写真を探しやすく、使いやすく、改善 

ベータ版に対するご要望により更に以下の機能が追加になりました。 

・ 検索結果の写真の人気順表示 

・ 除外キーワードの設定（Flickrのみ対応）  

・ 指定ページへのジャンプ 

・ 作品情報のクリップボードコピー対応 

その他、数多くいただいたご要望は、今後のバージョンアップにて随時対応をしていきます。 

■ ユーザ限定のライセンスフリー写真素材を無償ダウンロード 

「Flickr™ 」「フォト蔵™ 」からの無限の写真検索のほか、当社運営サービス「ダウンロー堂™ 」では

「らくちんフォト検索™ 」ユーザ様限定で、約 3,000 枚のライセンスフリーの写真素材を無償にてダウ

ンロード提供致します。 

■ フォトグラファー、デザイナーの権利を守ります 

「らくちんフォト検索™ 」は著作権に関して前向きに対応していき、著作者であるフォトグラファーと、

写真を利用するデザイナーとの関係を築き上げていくことを目標としています。 

・ クリエイティブコモンズの検索に対応 

フォト蔵、Flickrにアップロードされたクリエイティブコモンズ対応の写真を検索。素材利用、商

用利用が可能な素材だけを抽出して検索することも可能です。 

ダウンロード後も著作情報を保持し、いつでも著作情報を確認することが出来ます。 

・ フォトグラファー契約仲介サービス 

原著作者であるフォトグラファーの方との、写真の商用利用に関する契約仲介をご希望の企業様の

対応も当社が請け負います。（一部有償対応） 
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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企画・

開発・販売してまいりました。 

また、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）では、快適でコストパフォーマンスの良い印刷環境

を提供することにより、お客様がさらに印刷ライフを楽しめる環境作りを実現しております。 

この度発表の『らくちんフォト検索™ 』により、さらに様々な印刷アイテムを作りたい方に対して、手

軽にクオリティの高い素材を入手でき、かつ著作権に対し前向きに捉え、印刷ライフをより充実できる

環境を提供できるものと私どもは信じています。 

 

（販売計画） 

対象顧客 デザイナー、印刷ソフト利用者など 

発売日 2007 年 8 月 31 日（金） 

製品名 『らくちんフォト検索』 

価格 パッケージ版 ：3,675 円（税込）[本体価格：3,500 円] 

ダウンロード版：2,730 円（税込）[本体価格：2,600 円] 

※いずれも 365 日使用権込み 

2 年目以降の使用権：1,260 円（税込）[本体価格：1,200 円] 

※365 日の期間延長 

内容 CD-ROM1 枚、クイックスタートガイド 1 冊 （フルカラー8ページ） 

販売目標 初年度 10,000 本 

販売先 全国のカメラ量販店、家電量販店、パソコンショップ、メディア

ナビ・ダイレクト、その他 

 

（使用環境） 

対象機種 日本語 Windows（Windows Vista™  / Windows® XP Professional / 

XP HomeEdition / 2000Professional) 

ディスプレイ 1024×768 ドット、HighColor モード（32000 色）以上 

CPU/メモリ ご使用の OS が推奨する環境以上 

(高解像度の画像の編集・印刷には 128MB 以上を推奨) 

ハードディスク インストールには 20MB 以上の容量が必要。素材のダウンロードに

は別途、素材の容量が必要。 

その他 「インストール」および「検索カテゴリ情報のアップデート」の

ご利用には、管理者 (Power Users）以上の権限での実行が必要で

す。 

 

本ニュースリリース掲載、パッケージ画像等のダウンロードサイト： 

http://www.medianavi.co.jp/product/pk/press.html

 

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/

   

 

 

 

 

http://www.medianavi.co.jp/product/pk/press.html
http://www.medianavi.co.jp/


 

■らくちんフォト検索™ の製品概要 

素材集の新しいカタチ。テーマは「Find.」「Stock.」「Print.」。 

世界中のフォトグラファーがアップロードしたハイクオリティ写真素材が、無料かつ無限に入手できま

す。本ソフトウェアにより写真素材の検索・ダウンロードから、保管・整理、印刷アプリへの受け渡し

までを驚くほど簡単に実現します。 

デザイナーの方をはじめ、ビジネスマンの企画書作成、はがきや CD/DVD、カレンダーなどご家庭でのプ

リント、チラシの作成など、様々な用途でご利用いただけます。 

 
 

また、著作物の利用範囲を定める規格である『クリエイティブ・コモンズ』の絞

り込み検索にも対応しています。また、ダウンロード時に、作品情報、作品提供

元URL、著作権情報が保存可能。ダウンロードした写真素材の著作情報をいつでも簡単に調べることが出

来る為、ご家庭でのご利用は勿論のこと、ビジネス用途でも安心してご利用いただくことが出来ます。

「らくちんフォト検索™ 」は著作者であるフォトグラファーの権利を保護しつつ、素材を利用するクリ

エイターの制作活動を支援します。 

 

【１】Find. 探す・・・ 
インターネット上の写真共有サイトから無償で利用できる写真を検索し、ダウンロードします。 

世界中のフォトグラファーがアップロードした、高品質な写真素材を検索可能。 

フリーワードでの検索のほか、素材検索に便利なカテゴリ分類されたお勧めキーワードでの検索にも対

応（検索システムに最適なキーワードを内部登録済み）。 

クリエイティブ・コモンズの著作権表示に対応し、「素材利用可能」「商用利用可能」といった著作権

別の絞込検索に対応しています。 

対応サイトは順次追加予定で、本バージョンでは写真共有サイト『フォト蔵』および『Flickr』からの

検索に対応します。 

 

 

http://www.creativecommons.jp/


 

【２】 Stock. 保管する・・・ 
ダウンロードをした写真は、検索キーワードによって自動的にタグ付けされライブラリ内で管理するこ

とが可能。タグは最大 10 個まで追加で登録・編集が可能となっています。 

ダウンロード先の指定やファイル名付けなどが一切不要で、フォルダ単位で管理していたときには想像

もつかなかったような快適さを実現します。 

 

また、対応サイトからのダウンロードのほか、手持ちの素材集やダウンロード済みの画像からのインポ

ート、および IE で表示した写真のドラッグ＆ドロップでの写真追加にも対応します。 

 

 

 

【３】 Print. 印刷する・・・ 
『らくちんフォト検索』単体でのカタログ印刷のほか、エクスポート機能により指定フォルダへの一括

書き出しが可能。 

例えば、はがき作成ソフトでの絵はがき作成や、カレンダーの作成、ブログへ投稿、チラシの作成、プ

レゼン資料の作成など、手持ちの印刷アプリケーションの素材集としての利用も簡単に行なえます。 
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