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インストールと初期設定と初期設定初期設定インストールと初期設定と初期設定初期設定

まずは、無料で簡単に自由にアプリストアから、無料で簡単に自由にPicsArtを作成・加工できる写真編集アプリインストールと初期設定
して下さい。下さい。さい。

アプリを作成・加工できる写真編集アプリ開くと、アカウントくと初期設定、無料で簡単に自由にアカウント
作成の画面が出てきます。初画面が出てきます。初が出てきます。初出てきます。初て下さい。きます。初
めて下さい。使う方は、「アカウントう方は、「アカウント方は、「アカウントは、無料で簡単に自由に「アカウントアカウント
作成」に自由に進みましょう。みましょう方は、「アカウント。

「アカウントFaicebookと初期設定接続」で簡」で簡単に自由に簡
単に自由にに自由にログインする写真編集アプリこと初期設定も
で簡単に自由にきますが出てきます。初、無料で簡単に自由に友だち情報だち情報情報
などが出てきます。初自動的に連動されに自由に連動され
て下さい。しまいます。後から追から追
加して下さい。連動させる写真編集アプリこと初期設定も
で簡単に自由にきる写真編集アプリの画面が出てきます。初で簡単に自由に、無料で簡単に自由に最初は通常
の画面が出てきます。初「アカウントアカウント作成」に自由に
進みましょう。むの画面が出てきます。初が出てきます。初良いでしょう。いで簡単に自由にしょう方は、「アカウント。

また、無料で簡単に自由に写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリの画面が出てきます。初加工できる写真編集アプリが出てきます。初した
いだけと初期設定いう方は、「アカウント方は、「アカウントは、無料で簡単に自由に画面が出てきます。初
右上の「スキップ」で、の画面が出てきます。初「アカウントスキップ」で簡単に自由に、無料で簡単に自由に
すぐに自由にアプリを作成・加工できる写真編集アプリ利用するする写真編集アプリ
こと初期設定もで簡単に自由にきます。

アカウント作成に自由に進みましょう。んだ方は、「アカウントは、無料で簡単に自由に画面が出てきます。初に自由に従って、メールアって下さい。、無料で簡単に自由にメールと初期設定ア
ドレス・パスワード・ユーザー名を設定してください。を作成・加工できる写真編集アプリ設定して下さい。ください。
ユーザー名を設定してください。は最初から候補が表示されていますが、自分が出てきます。初表示されていますが、自分されて下さい。いますが出てきます。初、無料で簡単に自由に自分
の画面が出てきます。初好きなものに自由に変更できます。きなもの画面が出てきます。初に自由に自由にに自由に変更できます。で簡単に自由にきます。

有料で簡単に自由に会員の案内が表示したらの画面が出てきます。初案内が表示したらが出てきます。初表示されていますが、自分したら
場合、無料で簡単に自由に左上の「スキップ」で、の画面が出てきます。初「アカウント×」を作成・加工できる写真編集アプリタップす
る写真編集アプリと初期設定無料で簡単に自由に会員の案内が表示したらで簡単に自由に始められまめられま
す。「アカウント3日間無料で簡単に自由にトライアルと初期設定」
やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ「アカウント月額580円」を選択すると」を作成・加工できる写真編集アプリ選択するとする写真編集アプリと初期設定
有料で簡単に自由に会員の案内が表示したらと初期設定なります。

最後から追に自由に、無料で簡単に自由に「アカウントデバイス内が表示したらの画面が出てきます。初写
真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ、無料で簡単に自由にメディア、無料で簡単に自由にファイルと初期設定への画面が出てきます。初
アクセス」を作成・加工できる写真編集アプリ許可して、初期して下さい。、無料で簡単に自由に初期
設定は完了です。で簡単に自由にす。
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※注意点
・3日間限定無料で簡単に自由に
PicsArtの画面が出てきます。初無料で簡単に自由にトライアルと初期設定は、無料で簡単に自由に残念ながらなが出てきます。初ら3日間限
定と初期設定非常に自由に短い期間です。い期間で簡単に自由にす。
気を付けたい注意点は、無料トライアルを利用すを作成・加工できる写真編集アプリ付けたい注意点は、無料トライアルを利用すけたい注意点は、無料で簡単に自由に無料で簡単に自由にトライアルと初期設定を作成・加工できる写真編集アプリ利用するす
る写真編集アプリと初期設定自動更できます。新で有料プランに移行されてしまう点で簡単に自由に有料で簡単に自由にプランに自由に移行されてしまう点されて下さい。しまう方は、「アカウント点
で簡単に自由にす。自動で簡単に自由に移行されてしまう点に自由になる写真編集アプリため、無料で簡単に自由にその画面が出てきます。初前に解約しなに自由に解約しなしな
いと初期設定料で簡単に自由に金が発生します。が出てきます。初発生します。します。

PicsArt は、無料で簡単に自由に写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ加工できる写真編集アプリやイラストを作成・加工できる写真編集アプリ動画編集アプリの画面が出てきます。初機能が揃った、が出てきます。初揃った、った、無料で簡単に自由にNo.1の画面が出てきます。初写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ＆動画編集アプリアプリで簡単に自由にす。
累計10億ダウンロードを超えた世界で最も人気のあるこのアプリで、クリエイティビティを自由に解き放ちましょダウンロードを作成・加工できる写真編集アプリ超えた世界で最も人気のあるこのアプリで、クリエイティビティを自由に解き放ちましょえた世界で最も人気のあるこのアプリで、クリエイティビティを自由に解き放ちましょで簡単に自由に最も人気を付けたい注意点は、無料トライアルを利用すの画面が出てきます。初ある写真編集アプリこの画面が出てきます。初アプリで簡単に自由に、無料で簡単に自由にクリエイティビティを作成・加工できる写真編集アプリ自由にに自由に解き放ちましょち情報ましょ
う方は、「アカウント！PicsArt を作成・加工できる写真編集アプリ使う方は、「アカウントえば、無料で簡単に自由にワンランク上の「スキップ」で、の画面が出てきます。初編集アプリに自由に必要なツールが全て揃っています。また、直感的な操作が可能なため、なツールと初期設定が出てきます。初全て揃っています。また、直感的な操作が可能なため、て下さい。揃った、って下さい。います。また、無料で簡単に自由に直感的に連動されな操作が出てきます。初可して、初期能が揃った、なため、無料で簡単に自由に
経験やプロの技術はまったく不要です！やイラストを作成・加工できる写真編集アプリプロの画面が出てきます。初技術はまったく不要です！はまったく不要なツールが全て揃っています。また、直感的な操作が可能なため、で簡単に自由にす！



写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリ加工できる写真編集アプリする写真編集アプリ写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリ加工できる写真編集アプリする写真編集アプリ

アプリの画面が出てきます。初準備が整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メが出てきます。初整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メったら、無料で簡単に自由に早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メメインと初期設定なる写真編集アプリ写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリの画面が出てきます。初加工できる写真編集アプリ機能が揃った、を作成・加工できる写真編集アプリ試してみましょう。様々な加工メして下さい。みましょう方は、「アカウント。様々な加工メな加工できる写真編集アプリメ
ニューを作成・加工できる写真編集アプリ組み合わせることで、よりイメージに近い写真を仕上げることができます。み合わせる写真編集アプリこと初期設定で簡単に自由に、無料で簡単に自由によりイメージに近い写真を仕上げることができます。に自由に近い写真を仕上げることができます。い写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリ仕上の「スキップ」で、げる写真編集アプリこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます。

①初期画面が出てきます。初に自由にて下さい。、無料で簡単に自由に画面が出てきます。初下さい。部
中央の「＋」をタップ。の画面が出てきます。初「アカウント＋」を作成・加工できる写真編集アプリタップ。

②写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリの画面が出てきます。初一覧から加工しから加工できる写真編集アプリし
たい写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリ選択するとします。

③画面が出てきます。初下さい。部の画面が出てきます。初加工できる写真編集アプリメニューを作成・加工できる写真編集アプリ
利用するして下さい。写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリ加工できる写真編集アプリします。

加工できる写真編集アプリメニュー

各加工できる写真編集アプリメニューの画面が出てきます。初詳細は、以下のとおりです。は、無料で簡単に自由に以下さい。の画面が出てきます。初と初期設定おりで簡単に自由にす。
❶ツールと初期設定：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますきやイラストを作成・加工できる写真編集アプリリサイズ、無料で簡単に自由に反転・回転、無料で簡単に自由に色調などが変更できますなどが出てきます。初変更できます。で簡単に自由にきます
❷エフェクト：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ全て揃っています。また、直感的な操作が可能なため、体にエフェクトを追加できますに自由にエフェクトを作成・加工できる写真編集アプリ追加で簡単に自由にきます
❸美しくする：美肌補正・美顔補正が利用できますしくする写真編集アプリ：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます美しくする：美肌補正・美顔補正が利用できます肌補が表示されていますが、自分正・美しくする：美肌補正・美顔補正が利用できます顔補が表示されていますが、自分正が出てきます。初利用するで簡単に自由にきます
❹ステッカー：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます様々な加工メなステッカーを作成・加工できる写真編集アプリ写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリに自由に貼ることができまする写真編集アプリこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます
❺切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますき：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリの画面が出てきます。初一部を作成・加工できる写真編集アプリ切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますきます
➏文字：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリに自由に様々な加工メなフォント・色で簡単に自由に文字入れができますれが出てきます。初で簡単に自由にきます
❼写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリの画面が出てきます。初追加：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリ複数枚重ねることができますねる写真編集アプリこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます
❽フィット：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリの画面が出てきます。初周囲に別の画像・イラストを合成しますに自由に別の画像・イラストを合成しますの画面が出てきます。初画像・イラストを作成・加工できる写真編集アプリ合成します
❾ブラシ：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます様々な加工メなブラシに自由による写真編集アプリ加工できる写真編集アプリが出てきます。初で簡単に自由にきます
➓枠線：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリの画面が出てきます。初周囲に別の画像・イラストを合成しますに自由に、無料で簡単に自由に好きなものに自由に変更できます。みの画面が出てきます。初色やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ太さで枠線をつけられますさで簡単に自由に枠線を作成・加工できる写真編集アプリつけられます
⓫アートレイヤー：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます芸術はまったく不要です！的に連動されなエフェクトを作成・加工できる写真編集アプリ上の「スキップ」で、乗せできますせで簡単に自由にきます
⓬ペイント：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます好きなものに自由に変更できます。きな色・太さで枠線をつけられますさで簡単に自由にペイントで簡単に自由にきる写真編集アプリほか、無料で簡単に自由に図形描画などが出てきます。初利用するで簡単に自由にきます
⓭フレア：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます明るいものを撮影したときにできる「レンズフレア」を合成できまする写真編集アプリいもの画面が出てきます。初を作成・加工できる写真編集アプリ撮影したときにできる「レンズフレア」を合成できますしたと初期設定きに自由にで簡単に自由にきる写真編集アプリ「アカウントレンズフレア」を作成・加工できる写真編集アプリ合成で簡単に自由にきます
⓮図形マスク：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます決められた模様に沿って、写真を切り抜いたり合成したりできますめられた模様に自由に沿って、写真を切り抜いたり合成したりできますって下さい。、無料で簡単に自由に写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリ切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますいたり合成したりで簡単に自由にきます
⓯フレーム：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますテーマに自由にそったフレームと初期設定写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリ合成で簡単に自由にきます
⓰吹き出し：様々なデザインの吹き出しを追加し、その中に文字入れができますき出てきます。初し：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます様々な加工メなデザインの画面が出てきます。初吹き出し：様々なデザインの吹き出しを追加し、その中に文字入れができますき出てきます。初しを作成・加工できる写真編集アプリ追加し、無料で簡単に自由にその画面が出てきます。初中に自由に文字入れができますれが出てきます。初で簡単に自由にきます

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ➏ ❼ ❽ ❾

➓ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰
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▼編集可能な項目な項目項目
・写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ(画像)
・動画
・Replays
・コラージに近い写真を仕上げることができます。ュ
・テンプレート
・背景
・カメラ
・ペイント
・無料で簡単に自由にの画面が出てきます。初写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ
・カラー背景
が出てきます。初あります。



1.ツール

「アカウントツールと初期設定」を作成・加工できる写真編集アプリタップする写真編集アプリと初期設定、無料で簡単に自由に画像を作成・加工できる写真編集アプリ補が表示されていますが、自分正する写真編集アプリ基本機能が揃った、が出てきます。初ずらっと初期設定16個並んでいます。ここで「切り抜んで簡単に自由にいます。ここで簡単に自由に「アカウント切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます
き、無料で簡単に自由にぼかし、無料で簡単に自由に回転、無料で簡単に自由に遠近い写真を仕上げることができます。補が表示されていますが、自分正」やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ「アカウント明るいものを撮影したときにできる「レンズフレア」を合成できまする写真編集アプリさやイラストを作成・加工できる写真編集アプリ色合い」などの画面が出てきます。初基本の画面が出てきます。初画像編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリ行されてしまう点います。

①切り抜きり抜き抜きき:画像の画面が出てきます。初中から任意の画面が出てきます。初部分を作成・加工できる写真編集アプリ四角形で簡単に自由に切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますくこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきる写真編集アプリ
ツールと初期設定
②カスタム:塗りつぶした部分をそのまま切り抜くことができるツーりつぶした部分を作成・加工できる写真編集アプリその画面が出てきます。初まま切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますくこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきる写真編集アプリツー
ルと初期設定。ズームしな　が出てきます。初ら行されてしまう点う方は、「アカウントこと初期設定で簡単に自由にかなり細は、以下のとおりです。かい切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますきも可して、初期能が揃った、で簡単に自由にす。
③図形切り抜きり抜き抜きき:丸、無料で簡単に自由に三角、無料で簡単に自由に四角などの画面が出てきます。初定形を作成・加工できる写真編集アプリ変形させなが出てきます。初ら切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり取りり
箇所を指定するこ　とができるツール。を作成・加工できる写真編集アプリ指定する写真編集アプリこ　と初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきる写真編集アプリツールと初期設定。
④クローン:写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリの画面が出てきます。初中の画面が出てきます。初オブジに近い写真を仕上げることができます。ェクトを作成・加工できる写真編集アプリ「アカウントもう方は、「アカウント一つ増やしたい」といっやイラストを作成・加工できる写真編集アプリしたい」と初期設定いっ
たと初期設定きに自由に使う方は、「アカウントえる写真編集アプリツールと初期設定。
⑤選択:選択すると範囲に別の画像・イラストを合成しますを作成・加工できる写真編集アプリ指定し、無料で簡単に自由にその画面が出てきます。初箇所を指定するこ　とができるツール。限定で簡単に自由に更できます。に自由にエフェクトを作成・加工できる写真編集アプリかけた
り、無料で簡単に自由にその画面が出てきます。初部分を作成・加工できる写真編集アプリ切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり　抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますいたりする写真編集アプリこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます。
⑥修正:コントラスト、無料で簡単に自由に彩度、無料で簡単に自由に色相など全など全て揃っています。また、直感的な操作が可能なため、7項目で変更できるツール。で簡単に自由に変更できます。で簡単に自由にきる写真編集アプリツールと初期設定。

① ② ③

④

⑤ ⑥

切り抜きり抜き抜きき

①画像の画面が出てきます。初切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますきは、無料で簡単に自由に
「アカウントツールと初期設定」の画面が出てきます。初中の画面が出てきます。初「アカウント切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり
抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますき」から行されてしまう点う方は、「アカウントこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由に
きます。

②「アカウント切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますき」を作成・加工できる写真編集アプリタップ
します。

③比率を指定して四隅をドを作成・加工できる写真編集アプリ指定して下さい。四隅をドを作成・加工できる写真編集アプリド
ラッグして下さい。調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メします。良いでしょう。
ければ右上の「スキップ」で、の画面が出てきます。初✔を作成・加工できる写真編集アプリタップし
ます。

④縦3×4に自由にトリミングさ
れました。

縦横の比率をの画面が出てきます。初比率を指定して四隅をドを作成・加工できる写真編集アプリ
指定します
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▼主な機能な機能が揃った、

16:9(横の比率を向きき)の画面が出てきます。初場合は
もう方は、「アカウント一度タップします

※注意
PicsArtは、無料で簡単に自由に高機能が揃った、で簡単に自由に大変使う方は、「アカウントいやイラストを作成・加工できる写真編集アプリすいアプリで簡単に自由にすが出てきます。初無料で簡単に自由にで簡単に自由に使う方は、「アカウントえます。半面が出てきます。初、無料で簡単に自由に広告や有料化への誘導等がありまやイラストを作成・加工できる写真編集アプリ有料で簡単に自由に化への誘導等がありまへの画面が出てきます。初誘導等がありまが出てきます。初ありま
すの画面が出てきます。初で簡単に自由に注意して下さい。ください。有料で簡単に自由に化への誘導等がありまに自由にする写真編集アプリと初期設定広告や有料化への誘導等がありまが出てきます。初無く、無料で簡単に自由にすべて下さい。の画面が出てきます。初機能が揃った、が出てきます。初使う方は、「アカウントえる写真編集アプリよう方は、「アカウントに自由になりますが出てきます。初最初はその画面が出てきます。初
必要なツールが全て揃っています。また、直感的な操作が可能なため、はありません。
1.　　　王冠マークはタップしないマークはタップしない 2.「アカウント7日間無料で簡単に自由にトライアルと初期設定」はタップしない
3.広告や有料化への誘導等がありまは「アカウント×」を作成・加工できる写真編集アプリタップして下さい。消してくださいして下さい。ください 4.「アカウントTry」はタップしない



切り抜きり抜き抜きき2(自由切り抜きり抜き抜きき・人間以外人間以外)

①画像の画面が出てきます。初切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますきは、無料で簡単に自由に
下さい。部の画面が出てきます。初「アカウント切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますき」を作成・加工できる写真編集アプリ
タップします。

②下さい。部の画面が出てきます。初「アカウント輪郭」をタッ」を作成・加工できる写真編集アプリタッ
プして下さい。、無料で簡単に自由にサイズを作成・加工できる写真編集アプリ小さくさく
して下さい。から切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますきたい輪
郭」をタッを作成・加工できる写真編集アプリなぞります。次に右に自由に右
上の「スキップ」で、の画面が出てきます。初→を作成・加工できる写真編集アプリタップします。

③切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますかれました。修正
は下さい。部の画面が出てきます。初「アカウント復元」と「調」と初期設定「アカウント調などが変更できます
整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メ」で簡単に自由に行されてしまう点います。拡大して下さい。
行されてしまう点う方は、「アカウントこと初期設定を作成・加工できる写真編集アプリお勧めします。めします。

④下さい。部の画面が出てきます。初「アカウントフィット」を作成・加工できる写真編集アプリタッ
プする写真編集アプリと初期設定後から追ろの画面が出てきます。初背景が出てきます。初変えら
れます。細は、以下のとおりです。かい修正も可して、初期能が揃った、で簡単に自由に
す。

図形切り抜きり抜き抜きき

①図形の画面が出てきます。初切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますきは、無料で簡単に自由に
「アカウントツールと初期設定」の画面が出てきます。初中の画面が出てきます。初「アカウント図形
の画面が出てきます。初切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますき」から行されてしまう点う方は、「アカウントこ
と初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます。

②下さい。の画面が出てきます。初好きなものに自由に変更できます。みの画面が出てきます。初図形を作成・加工できる写真編集アプリ選
択するとして下さい。画像を作成・加工できる写真編集アプリドラッグし
て下さい。調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メします。良いでしょう。ければ
右上の「スキップ」で、の画面が出てきます。初→を作成・加工できる写真編集アプリタップしま
す。

③図形に自由に切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり取りって下さい。、無料で簡単に自由に
縁の色も太さも変えられの画面が出てきます。初色も太さで枠線をつけられますさも変えられ
ます。良いでしょう。ければ「アカウント保存」」
を作成・加工できる写真編集アプリタップします。

縁の色も太さも変えられの画面が出てきます。初太さで枠線をつけられますさは
ここで簡単に自由に調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メ
します
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④図上の「スキップ」で、部の画面が出てきます。初「アカウントダウンロー
ド」を作成・加工できる写真編集アプリタップすればスマ
ホ基本編の画面が出てきます。初ギャラリー等がありまに自由に保存」
されます。



クローン(コピースタンプ)

①クローンは、無料で簡単に自由に「アカウントツー
ルと初期設定」の画面が出てきます。初中の画面が出てきます。初「アカウントクローン」
から行されてしまう点う方は、「アカウントこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきま
す。

②オブジに近い写真を仕上げることができます。ェクトを作成・加工できる写真編集アプリ増やしたい」といっやイラストを作成・加工できる写真編集アプリ
したり、無料で簡単に自由に不要なツールが全て揃っています。また、直感的な操作が可能なため、なもの画面が出てきます。初を作成・加工できる写真編集アプリ除
去するのに便利。右上のする写真編集アプリの画面が出てきます。初に自由に便利。右上の「スキップ」で、の画面が出てきます。初
✔を作成・加工できる写真編集アプリタップして下さい。「アカウント保存」」
します。

トーンカーブ

この画面が出てきます。初部分を作成・加工できる写真編集アプリ
上の「スキップ」で、下さい。して下さい。調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メします

明るいものを撮影したときにできる「レンズフレア」を合成できまする写真編集アプリさを作成・加工できる写真編集アプリ調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メします。

修正

明るいものを撮影したときにできる「レンズフレア」を合成できまする写真編集アプリさ、無料で簡単に自由に対比、無料で簡単に自由に明るいものを撮影したときにできる「レンズフレア」を合成できます瞭度、無料で簡単に自由に
彩度、無料で簡単に自由に色相など全、無料で簡単に自由にハイライ
ト、無料で簡単に自由にシャドウ、無料で簡単に自由に色温度を作成・加工できる写真編集アプリ
調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メします。

2.エフェクト2.エフェクト

◆エフェクトの画面が出てきます。初中に自由には、無料で簡単に自由に
10個の画面が出てきます。初グルと初期設定ープが出てきます。初あり、無料で簡単に自由に
その画面が出てきます。初グルと初期設定ープの画面が出てきます。初中に自由に、無料で簡単に自由にい
くつもの画面が出てきます。初エフェクトが出てきます。初用する
意されて下さい。いて下さい。、無料で簡単に自由に全て揃っています。また、直感的な操作が可能なため、部で簡単に自由に
120個あります。

エフェクトの画面が出てきます。初種類
①FX(エフエックス): インスタグラムの画面が出てきます。初よう方は、「アカウントなフィルと初期設定ターを作成・加工できる写真編集アプリかける写真編集アプリこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきま
す。下さい。の画面が出てきます。初メニューから選ぶだけで簡単に自由に適用するします。歯車が描かれたタブを上へスワイプすが出てきます。初描かれたタブを作成・加工できる写真編集アプリ上の「スキップ」で、へスワイプす
る写真編集アプリと初期設定、無料で簡単に自由にパラメーターの画面が出てきます。初数値を変更することもできます。を作成・加工できる写真編集アプリ変更できます。する写真編集アプリこと初期設定もで簡単に自由にきます。
②CANVAS
③スケッチ
④ぼかし: 周囲に別の画像・イラストを合成しますを作成・加工できる写真編集アプリぼかして下さい。一部を作成・加工できる写真編集アプリ際立てたり、全体をぼかして幻想的なイメージに　て下さい。たり、無料で簡単に自由に全て揃っています。また、直感的な操作が可能なため、体にエフェクトを追加できますを作成・加工できる写真編集アプリぼかして下さい。幻想的に連動されなイメージに近い写真を仕上げることができます。に自由に　
する写真編集アプリこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます。
⑤アート風: 画家が手書きで描いたような雰囲気に加工するのがこのアーティスチッが出てきます。初手書きで描いたような雰囲気に加工するのがこのアーティスチッきで簡単に自由に描いたよう方は、「アカウントな雰囲に別の画像・イラストを合成します気を付けたい注意点は、無料トライアルを利用すに自由に加工できる写真編集アプリする写真編集アプリの画面が出てきます。初が出てきます。初この画面が出てきます。初アーティスチッ
クで簡単に自由にす。
⑥マジック: 絵画調などが変更できますやイラストを作成・加工できる写真編集アプリパステルと初期設定調などが変更できますなど劇的に連動されな変化への誘導等がありまを作成・加工できる写真編集アプリさせる写真編集アプリフィルと初期設定ターを作成・加工できる写真編集アプリ適用するします。
豪華な特殊エフェクトが揃っている機能群です。な特殊エフェクトが揃っている機能群です。エフェクトが出てきます。初揃った、って下さい。いる写真編集アプリ機能が揃った、群です。で簡単に自由にす。
⑦ポップアート
斑点（ピクスアート）は、無料で簡単に自由にドット）は、無料で簡単に自由に画やイラストを作成・加工できる写真編集アプリグラデーションの画面が出てきます。初エフェクトを作成・加工できる写真編集アプリかける写真編集アプリこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます。
⑧ゆがみ: 画像を作成・加工できる写真編集アプリ変形します。モザイクを作成・加工できる写真編集アプリかけたよう方は、「アカウントなピクセルと初期設定化への誘導等がありまなどの画面が出てきます。初エフェクト
もここに自由に含まれます。まれます。
⑨ペーパー
ペーパーは台紙の素材感を変更できるフィルターです。レンガだったり　木目調の上の画面が出てきます。初素材感を作成・加工できる写真編集アプリ変更できます。で簡単に自由にきる写真編集アプリフィルと初期設定ターで簡単に自由にす。レンガだったり　木目調の上だったり　木目で変更できるツール。調などが変更できますの画面が出てきます。初上の「スキップ」で、
に自由に描かれたよう方は、「アカウントなエフェクトを作成・加工できる写真編集アプリかける写真編集アプリこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます。
⑩カラー
主な機能に自由に色関連の画面が出てきます。初エフェクトで簡単に自由にす。色の画面が出てきます。初反転やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ白黒化への誘導等がありまと初期設定いったエフェクトが出てきます。初　用する意されて下さい。
います。 5



ぼかし

①画像を作成・加工できる写真編集アプリ表示されていますが、自分し、無料で簡単に自由に下さい。部の画面が出てきます。初
「アカウントエフェクト」を作成・加工できる写真編集アプリタップ
します。

②下さい。部の画面が出てきます。初「アカウントぼかし」を作成・加工できる写真編集アプリ
タップします。

③「アカウントぼかし」を作成・加工できる写真編集アプリ選択するとする写真編集アプリ
と初期設定全て揃っています。また、直感的な操作が可能なため、体にエフェクトを追加できますに自由にぼかしが出てきます。初かかり
ます。さらに自由にもう方は、「アカウント一度
タップする写真編集アプリと初期設定。

④左右に自由にスライドさせ
て下さい。、無料で簡単に自由にぼかしの画面が出てきます。初強弱の調整の画面が出てきます。初調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メ
を作成・加工できる写真編集アプリします。次に右に自由に上の「スキップ」で、部の画面が出てきます。初消してください
しゴムアイコンを作成・加工できる写真編集アプリタップ
します。

⑤右端の「背景」をタッの画面が出てきます。初「アカウント背景」を作成・加工できる写真編集アプリタッ
プします。下さい。は「アカウント選択すると」
に自由にします。

⑥背景部分の画面が出てきます。初みぼかすこ
と初期設定が出てきます。初一瞬にして可能でに自由にして下さい。可して、初期能が揃った、で簡単に自由に
す。PicsArtの画面が出てきます。初特徴です。で簡単に自由にす。
良いでしょう。ければ、無料で簡単に自由に右上の「スキップ」で、の画面が出てきます。初チェッ
クマークを作成・加工できる写真編集アプリタップ。

⑦ここを作成・加工できる写真編集アプリタップして下さい。保存」し
ます。背景は強めに自由にぼかし
た方は、「アカウントが出てきます。初人物がクッキリ表示が出てきます。初クッキリ表示されていますが、自分
されます。元」と「調画像と初期設定比較しし
て下さい。みて下さい。ください。

どう方は、「アカウントいう方は、「アカウント時にぼかしを使っているかに自由にぼかしを作成・加工できる写真編集アプリ使う方は、「アカウントって下さい。いる写真編集アプリか
・モザイク代わりわり
・背景部分の画面が出てきます。初みに自由にぼかしを作成・加工できる写真編集アプリ付けたい注意点は、無料トライアルを利用すける写真編集アプリこと初期設定で簡単に自由に一眼カメラで撮った写真風にできる。カメラで簡単に自由に撮った写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ風に自由にで簡単に自由にきる写真編集アプリ。
・人物がクッキリ表示などを作成・加工できる写真編集アプリ強調などが変更できますする写真編集アプリこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます。

エフェクト
ぼかし

消してくださいしゴム

背景

保存」
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3.美しくするしくする3.美しくするしくする

提供されている機能の項目としては、されて下さい。いる写真編集アプリ機能が揃った、の画面が出てきます。初項目で変更できるツール。と初期設定して下さい。は、無料で簡単に自由に

①自動: 肌質等がありまを作成・加工できる写真編集アプリ自動的に連動されに自由に補が表示されていますが、自分正する写真編集アプリ機能が揃った、。
②※顔: 
③※しわ: 
④スムーズ：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます肌の画面が出てきます。初滑らかさを調整する機能。らかさを作成・加工できる写真編集アプリ調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メする写真編集アプリ機能が揃った、。
⑤※目で変更できるツール。元」と「調の画面が出てきます。初たる写真編集アプリみ
⑥美しくする：美肌補正・美顔補正が利用できます顔補が表示されていますが、自分正：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます肌の画面が出てきます。初キメを作成・加工できる写真編集アプリ補が表示されていますが、自分正する写真編集アプリ機能が揃った、。
⑦美しくする：美肌補正・美顔補正が利用できます肌補が表示されていますが、自分正：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますシミなどを作成・加工できる写真編集アプリ除去するのに便利。右上ので簡単に自由にきる写真編集アプリ機能が揃った、。
⑧スキントーン：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます肌の画面が出てきます。初色を作成・加工できる写真編集アプリ調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メで簡単に自由にきる写真編集アプリ機能が揃った、。
⑨ヘアカラー：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます髪色を作成・加工できる写真編集アプリ調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メで簡単に自由にきる写真編集アプリ機能が揃った、。
⑥詳細は、以下のとおりです。：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます指定した箇所を指定するこ　とができるツール。を作成・加工できる写真編集アプリ際立てたり、全体をぼかして幻想的なイメージに　たせる写真編集アプリ機能が揃った、。
⑦アイカラー：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます目で変更できるツール。の画面が出てきます。初色を作成・加工できる写真編集アプリ変更できます。する写真編集アプリ機能が揃った、。
⑧ホ基本編ワイトニング：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます歯の画面が出てきます。初ホ基本編ワイトニングを作成・加工できる写真編集アプリ行されてしまう点う方は、「アカウント機能が揃った、。
⑨作り直し
⑩赤目で変更できるツール。補が表示されていますが、自分正：切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できます赤目で変更できるツール。の画面が出てきます。初自動補が表示されていますが、自分正機能が揃った、。

※は、無料で簡単に自由に　　プレミアム(有料で簡単に自由に)で簡単に自由にす。

マジック

「アカウントマジに近い写真を仕上げることができます。ック・エフェクト」は10種類を作成・加工できる写真編集アプリ用する意。人工できる写真編集アプリ知能が揃った、（ピクスアート）は、無料で簡単に自由にAI）は、無料で簡単に自由にを作成・加工できる写真編集アプリ使う方は、「アカウントって下さい。写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリの画面が出てきます。初特徴です。を作成・加工できる写真編集アプリ解析し、わずし、無料で簡単に自由にわず
かな時にぼかしを使っているか間で簡単に自由に芸術はまったく不要です！的に連動されな画像を作成・加工できる写真編集アプリ再描画します。他のの画面が出てきます。初AI写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリエフェクトと初期設定異なり、「マジック・エフェなり、無料で簡単に自由に「アカウントマジに近い写真を仕上げることができます。ック・エフェ
クト」後から追の画面が出てきます。初画像を作成・加工できる写真編集アプリ3,000以上の「スキップ」で、の画面が出てきます。初編集アプリ機能が揃った、を作成・加工できる写真編集アプリ用するいて下さい。さらに自由に加工できる写真編集アプリする写真編集アプリこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます。またクラウド
で簡単に自由にはなくアプリ内が表示したらで簡単に自由に処理を行うため、オフライン上でも利用が可能です。を作成・加工できる写真編集アプリ行されてしまう点う方は、「アカウントため、無料で簡単に自由にオフライン上の「スキップ」で、で簡単に自由にも利用するが出てきます。初可して、初期能が揃った、で簡単に自由にす。

①元」と「調画像
下さい。部から好きなものに自由に変更できます。きなエフェク
トを作成・加工できる写真編集アプリ選びます。

②この画面が出てきます。初部分を作成・加工できる写真編集アプリ再度タップ
する写真編集アプリと初期設定フェードの画面が出てきます。初強さの画面が出てきます。初
調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メで簡単に自由にきます。

③この画面が出てきます。初部分で簡単に自由に通常、無料で簡単に自由に乗せできます算、無料で簡単に自由に焼きこみカラー、比較、スきこみカラー、無料で簡単に自由に比較し、無料で簡単に自由にス
クリーンオーバーレイ、無料で簡単に自由にソフト・ハードライトなど選
べます。
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4.ステッカー4.ステッカー

①画像を作成・加工できる写真編集アプリ表示されていますが、自分して下さい。
「アカウントステッカー」を作成・加工できる写真編集アプリタップ
します

「アカウントステッカー」で簡単に自由には、無料で簡単に自由に画像に自由にイラストスタンプを作成・加工できる写真編集アプリ加える写真編集アプリこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます。写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリから一部を作成・加工できる写真編集アプリ切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり取りっ
て下さい。オリジに近い写真を仕上げることができます。ナルと初期設定の画面が出てきます。初ステッカーに自由にする写真編集アプリこと初期設定もで簡単に自由にきます！

②お好きなものに自由に変更できます。みの画面が出てきます。初ステッ　
カーを作成・加工できる写真編集アプリタップします。

③ステッカーの画面が出てきます。初大きさやイラストを作成・加工できる写真編集アプリ
位置などを調整します。などを作成・加工できる写真編集アプリ調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メします。

④ステッカーの画面が出てきます。初種類は数
多く用意されていますのく用する意されて下さい。いますの画面が出てきます。初
で簡単に自由に「アカウント検索」で探すと効率」で簡単に自由に探すと効率すと初期設定効率を指定して四隅をド
的に連動されで簡単に自由にす。

過去するのに便利。右上のに自由に検索」で探すと効率
した履歴

5.切り抜きり抜き抜きき5.切り抜きり抜き抜きき

①画像を作成・加工できる写真編集アプリ表示されていますが、自分して下さい。
「アカウント切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますき」を作成・加工できる写真編集アプリタップし
ます。

②どの画面が出てきます。初部分を作成・加工できる写真編集アプリ切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますくか決められた模様に沿って、写真を切り抜いたり合成したりできます
めて下さい。人物がクッキリ表示マークの画面が出てきます。初「アカウント選択すると」
を作成・加工できる写真編集アプリタップします。ここで簡単に自由には
「アカウント人物がクッキリ表示」に自由にします。

③切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり取りり不測の部分の画面が出てきます。初部分
は筆マークの復元で修正マークの画面が出てきます。初復元」と「調で簡単に自由に修正
します。赤い部分が出てきます。初切り抜きやリサイズ、反転・回転、色調などが変更できますり
取りられます。

④「アカウントプレビュー」を作成・加工できる写真編集アプリタッ
プして下さい。確認します。良けします。良いでしょう。け
れば「アカウント保存」」を作成・加工できる写真編集アプリタップし
ます。

8
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6.文字6.文字

①画像を作成・加工できる写真編集アプリ表示されていますが、自分して下さい。、無料で簡単に自由に
「アカウント文字」を作成・加工できる写真編集アプリタップします。

②文字を作成・加工できる写真編集アプリ入れができます力します。します。
✓を作成・加工できる写真編集アプリタップして下さい。次に右に自由に進みましょう。み
ます。

③画像に自由に文字が出てきます。初表示されていますが、自分され
ました。文字を作成・加工できる写真編集アプリ調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メしま
す。✓を作成・加工できる写真編集アプリタップします。

④フォントは、無料で簡単に自由に色、無料で簡単に自由にスト
ローク、無料で簡単に自由に影したときにできる「レンズフレア」を合成できますなどいろいろ
調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メが出てきます。初可して、初期能が揃った、で簡単に自由にす。フォン
トの画面が出てきます。初種類も多く用意されていますのく用する意され
て下さい。います。

「アカウント文字」で簡単に自由には、無料で簡単に自由に画像に自由に文字を作成・加工できる写真編集アプリ加えられます。「アカウントフォント」「アカウント色」「アカウントストローク」「アカウント透過度」
「アカウントブレンド」「アカウントシャドー」「アカウント配置などを調整します。」「アカウントベント」の画面が出てきます。初調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メが出てきます。初で簡単に自由にきます。

フォントも選べます

7.写真の追加の追加追加(ピクチャーインピクチャー)7.写真の追加の追加追加(ピクチャーインピクチャー)

①画像を作成・加工できる写真編集アプリ表示されていますが、自分して下さい。、無料で簡単に自由に
「アカウント写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリの画面が出てきます。初追加」を作成・加工できる写真編集アプリタップ
します。

②写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリが出てきます。初追加されまし
た。サイズ、無料で簡単に自由に移動を作成・加工できる写真編集アプリ行されてしまう点
います。

写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリの画面が出てきます。初追加

③追加した写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリに自由に枠線を作成・加工できる写真編集アプリ
追加します。

④写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリは何枚で簡単に自由にも写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリ重ねることができます
ねる写真編集アプリこと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます。
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8.ブラシ8.ブラシ

ブラシは数多く用意されていますのく用する意され
て下さい。いますの画面が出てきます。初で簡単に自由に試してみましょう。様々な加工メして下さい。みて下さい。
ください。好きなものに自由に変更できます。きなブラシ
で簡単に自由に写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリの画面が出てきます。初上の「スキップ」で、を作成・加工できる写真編集アプリなぞりま
す。

10.枠線10.枠線

①画像を作成・加工できる写真編集アプリ表示されていますが、自分して下さい。、無料で簡単に自由に
「アカウント枠線」を作成・加工できる写真編集アプリタップしま
す。

②枠線が出てきます。初表示されていますが、自分されまし
た。外側と内側を調整しと初期設定内が表示したら側と内側を調整しを作成・加工できる写真編集アプリ調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メし
ます。

③色を作成・加工できる写真編集アプリ変更できます。して下さい。、無料で簡単に自由に内が表示したら側と内側を調整しを作成・加工できる写真編集アプリ広
くして下さい。みました。✓を作成・加工できる写真編集アプリタッ
プして下さい。保存」します。

④半径を変える　と柔を作成・加工できる写真編集アプリ変える写真編集アプリ　と初期設定柔
らかくなりま　した。

9.吹き出しき出しし9.吹き出しき出しし

「アカウント吹き出し：様々なデザインの吹き出しを追加し、その中に文字入れができますき出てきます。初し」で簡単に自由には、無料で簡単に自由に画像に自由に
吹き出し：様々なデザインの吹き出しを追加し、その中に文字入れができますき出てきます。初しと初期設定文字を作成・加工できる写真編集アプリ入れができますれる写真編集アプリこ
と初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます。17個の画面が出てきます。初吹き出し：様々なデザインの吹き出しを追加し、その中に文字入れができますき
出てきます。初しから選べます。
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10.アートレイヤー10.アートレイヤー

画像を作成・加工できる写真編集アプリ表示されていますが、自分して下さい。、無料で簡単に自由に「アカウントアー
トレイヤー」を作成・加工できる写真編集アプリタップし
ます。

アートレイヤー

アートレイヤー機能が揃った、で簡単に自由には独
特なフィルと初期設定ター加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリする写真編集アプリ
こと初期設定が出てきます。初で簡単に自由にきます。
アートレイヤー機能が揃った、に自由には
・DUST
・SHADOW
・RIPPLE
・PRISM
・ライト
・ネオン
・枠線
が出てきます。初あります。

※Tryマークは有料で簡単に自由にに自由になりま
すの画面が出てきます。初で簡単に自由に注意!

11.図形マスク11.図形マスク

①画像を作成・加工できる写真編集アプリ表示されていますが、自分して下さい。「アカウント図形
マスク」を作成・加工できる写真編集アプリタップしま
す。

図形マスク

②用する意されて下さい。いる写真編集アプリマスク
の画面が出てきます。初形は70以上の「スキップ」で、あります。

③背景色又は背景のパは背景の画面が出てきます。初パ
ターンを作成・加工できる写真編集アプリ選びます。

④良いでしょう。ければ、無料で簡単に自由にダウンロー
ドして下さい。保存」します。

「アカウント背景色」「アカウント背景パタ
ン」「アカウント透過度」など調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メ
で簡単に自由にきます。
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コラージに近い写真を仕上げることができます。ュコラージに近い写真を仕上げることができます。ュ

①アプリを作成・加工できる写真編集アプリ起動し画面が出てきます。初
下さい。部の画面が出てきます。初「アカウント＋」マークを作成・加工できる写真編集アプリ
タップします。

②「アカウントコラージに近い写真を仕上げることができます。ュ」→「アカウントグ
リッド」を作成・加工できる写真編集アプリタップしま
す。

③コラージに近い写真を仕上げることができます。ュする写真編集アプリ写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリ
複数枚選択するとします。

④上の「スキップ」で、部の画面が出てきます。初写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリタップし
て下さい。、無料で簡単に自由に縦横の比率を比やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ枠線の画面が出てきます。初幅、無料で簡単に自由に
色などを作成・加工できる写真編集アプリ選択するとします。　
決められた模様に沿って、写真を切り抜いたり合成したりできます定すればここを作成・加工できる写真編集アプリタップ
します。

⑤各写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリを作成・加工できる写真編集アプリ長押しすれしすれ
ば選択するとされた状態になりに自由になり
ます。(下さい。の画面が出てきます。初透明るいものを撮影したときにできる「レンズフレア」を合成できます度を作成・加工できる写真編集アプリ
タップして下さい。みて下さい。くださ
い)
位置などを調整します。の画面が出てきます。初移動やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ一枚の画面が出てきます。初写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリ
の画面が出てきます。初縦横の比率をの画面が出てきます。初移動もで簡単に自由にきま
す。調などが変更できます整ったら、早速メインとなる写真の加工機能を試してみましょう。様々な加工メが出てきます。初終わったらこわったらこ
の画面が出てきます。初部分を作成・加工できる写真編集アプリタップします。

⑥文字を作成・加工できる写真編集アプリ挿入れができますします。 ⑦「アカウント保存」」を作成・加工できる写真編集アプリタップしま
す。ギャラリーに自由に保存」され
ます。Facebookやイラストを作成・加工できる写真編集アプリLINEに自由に
直接投稿する場合は「シェする写真編集アプリ場合は「アカウントシェ
ア」を作成・加工できる写真編集アプリタップします。

コラージに近い写真を仕上げることができます。ュ事例

12



2021.6


	ページ 1
	ページ 2
	ページ 3
	ページ 4
	ページ 5
	ページ 6
	ページ 7
	ページ 8
	ページ 9
	ページ 10
	ページ 11
	ページ 12
	ページ 13
	ページ 14

