
動画編集アプリ「アプリ「CapCut」は、スマホ画面は、スマホ画面スマホ画面画面
で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単簡単な操作をするだけで初心者でも簡単な操作をするだけで初心者でも簡単操作をするだけで初心者でも簡単をするだけで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単初心者でも簡単で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単も簡単簡単な操作をするだけで初心者でも簡単
に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落動画に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落いろいろな操作をするだけで初心者でも簡単効果を加えて、お洒落を加えて、お洒落えて、スマホ画面お洒落洒落
で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単スタイリッシュなオリジナル動画が制作な操作をするだけで初心者でも簡単オリジナル動画が制作動画が制作制作をするだけで初心者でも簡単
することが制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きる無料のアプリです。のアプリです。アプリで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。

スマホ画面で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単動画編集アプリ「をしよう!
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新規プロジェクトをタップロジェクトをタッ
プします。

Ⅰ.Cap Cut基本画面の見方の見方見方

Cap Cutに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。をインポートすると、スマホ画面下図のような編集画面になります。のアプリです。ような操作をするだけで初心者でも簡単編集アプリ「画面に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落な操作をするだけで初心者でも簡単ります。

❸プレビュなオリジナル動画が制作ー画面

❹再生

❺戻る・進めるる・進める進めるめる

❽タイムライン
編集アプリ「のアプリです。メインと
な操作をするだけで初心者でも簡単る場所。編集アプリ「
内容を見たり、を見たり、たり、スマホ画面
実際に編集をに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落編集アプリ「を
行ったりしますったりします➓メニュなオリジナル動画が制作ーバー

❷エクスポート

❶編集終了: 編集アプリ「を終了します。編集はプロします。編集アプリ「はプロ
ジェクトとして保存されるので、続きから編されるのアプリです。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単、スマホ画面続きから編きから編編
集アプリ「を再開することが可能です。することが制作可能です。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。

❷エクスポート: 編集アプリ「した動画のアプリです。エクスポー
ト（書き出し）を行います。解像度（書き出し）を行います。解像度（き出し）を行います。解像度（し）を行ったりしますいます。解像度（書き出し）を行います。解像度（1080p 
/ 720p / 480p）を選択できたり、フレームで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きたり、スマホ画面フレーム
レート（書き出し）を行います。解像度（60 / 50 / 30 / 25 / 24）を選択できたり、フレームし
てエクスポートが制作可能です。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。

❸プレビュー画面の見方：編集アプリ「してる動画のアプリです。プレ
ビュなオリジナル動画が制作ーを見たり、る場所。
（書き出し）を行います。解像度（このアプリです。画面を見たり、な操作をするだけで初心者でも簡単が制作ら編編集アプリ「します）

❹再生：編集アプリ「中の動画を再生します。全体のアプリです。動画を再生します。全体
のアプリです。長さと、現時点が表示されています。さと、スマホ画面現時点が表示されています。が制作表示されています。されています。

❺戻る・進めるる・進める進めるめる：作をするだけで初心者でも簡単業を一つ手前に戻したを一つ手前に戻したつ手前に戻した手前に戻したに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落戻る・進めるした
り進めるめたりします

➏全画面の見方表示: 動画を全画面表示されています。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単再生する
ことが制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。

❼クリップの見方音声をミュートをミュートミュート: 編集アプリ「中の動画を再生します。全体のアプリです。動画
のアプリです。も簡単とも簡単と音声をワンタッチで削除（ミューをワンタッチで削除（ミューで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単削除（書き出し）を行います。解像度（ミュなオリジナル動画が制作ー
ト）したり、スマホ画面元に戻したりできます。に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落戻る・進めるしたりで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。

❽タイムライン：編集アプリ「を行ったりしますう場所

❾動画や画像の追加ができます画像の追加ができますの見方追加ができますができます。追加えて、お洒落した
後に、それぞれの動画の部分を長押しするに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落、スマホ画面それぞれのアプリです。動画のアプリです。部分を長押しするを長さと、現時点が表示されています。押しするしする
と、スマホ画面順序を入れ替えることが可能になりまを入れ替えることが可能になりまれ替えることが可能になりまえることが制作可能です。に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落な操作をするだけで初心者でも簡単りま
す。

➓メニューバー: 編集アプリ「メニュなオリジナル動画が制作ーのアプリです。一つ手前に戻した覧になりに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落な操作をするだけで初心者でも簡単り
ます。「編集アプリ「」は、スマホ画面「オーディオ」は、スマホ画面「テキスト」は、スマホ画面
「ステッカー」は、スマホ画面「はめ込み合成」「エフェクみ合成」「エフェク合成」「エフェク」は、スマホ画面「エフェク
ト」は、スマホ画面「フィル動画が制作ター」は、スマホ画面「フォーマット」は、スマホ画面「キャ
ンバス」は、スマホ画面「調整」の項目があります。」は、スマホ画面のアプリです。項目があります。が制作あります。

❶編集アプリ「終了します。編集はプロ

➏全画面表示されています。

❼クリップのアプリです。
音声をワンタッチで削除（ミューをミュなオリジナル動画が制作ート

⓫カバー
カバーフレーム（書き出し）を行います。解像度（サムネイル動画が制作、スマホ画面カ
バー写真、スマホ画面カバー画像）を作をするだけで初心者でも簡単成」「エフェクする
ことが制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。

カバーフレーム（書き出し）を行います。解像度（サムネイル動画が制作）と
は、スマホ画面主にに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落SNSな操作をするだけで初心者でも簡単どで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単動画を再生する
前に戻したに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落表示されています。される画像で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。簡単な操作をするだけで初心者でも簡単に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落言
うと表紙のことです。のアプリです。ことで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。
動画のアプリです。各シーン（フレーム）から静シーン（書き出し）を行います。解像度（フレーム）から編静
止画を選択できたり、フレームすることや、スマホ画面やスマホ画面内
に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落ある画像をアップロードしてカしてカ
バーに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落することも簡単可能です。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。
静止画を選んだら編、スマホ画面自分を長押しするで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単テキスト
を入れ替えることが可能になりま力したり、テンプレート（ひなしたり、スマホ画面テンプレート（書き出し）を行います。解像度（ひな操作をするだけで初心者でも簡単
が制作た / サンプル動画が制作）を使用することもすることも簡単
可能です。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。

⓫カバー

❾動画や画像のアプリです。追加えて、お洒落
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1.編集アプリ「する動画を追加えて、お洒落1.編集アプリ「する動画を追加えて、お洒落

①スマホ画面内のアプリです。動画や写真が制作一つ手前に戻した覧になり
表示されています。されるのアプリです。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単、スマホ画面編集アプリ「したい動
画や写真のアプリです。右上にある〇をタッに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落ある〇をタッをタッ
プして選択できたり、フレームします。選択できたり、フレームは複数
することが制作可能です。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。編集アプリ「した
い動画や画像のアプリです。選択できたり、フレームが制作終わった
ら編、スマホ画面画面右下のアプリです。「追加えて、お洒落」は、スマホ画面をタッ
プします
一つ手前に戻した覧になり表示されています。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単は、スマホ画面動画のアプリです。場合は長さと、現時点が表示されています。
さが制作表示されています。されています。それぞ
れのアプリです。動画や写真をタップする
と、スマホ画面動画は拡大してプレビューしてプレビュなオリジナル動画が制作ー
が制作再生され、スマホ画面画像は拡大してプレビューして表
示されています。されます。拡大してプレビュー表示されています。している
時に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落スワイプすると次の動画やのアプリです。動画や
画像が制作表示されています。されます。

②画面左上にある〇をタッのアプリです。「アル動画が制作バ
ム」は、スマホ画面をタップすると、スマホ画面ス
マホ画面内のアプリです。動画や画像が制作保
存されるので、続きから編されているフォル動画が制作ダがが制作
一つ手前に戻した覧になり表示されています。されて、スマホ画面フォル動画が制作
ダがのアプリです。選択できたり、フレームすることが制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単き
ます。

このアプリです。「Download」は、スマホ画面のアプリです。中の動画を再生します。全体
に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落今回の素材が入っていのアプリです。素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。が制作入れ替えることが可能になりまってい
ます。

③画面右上にある〇をタッのアプリです。「動画をス
トック」は、スマホ画面をタップすると、スマホ画面ア
プリで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単あら編かじめ用することも意されてされて
いる無料のアプリです。のアプリです。フリー素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。を選択できたり、フレーム
することが制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。オープ
ニングやエンドロール、画面やエンドしてカロール動画が制作、スマホ画面画面
のアプリです。切り替えなどに使える動画り替えることが可能になりまえな操作をするだけで初心者でも簡単どに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落使える動画
素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。が制作あります。気軽に自身に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落自身
のアプリです。動画のアプリです。クオリティやカッコ
良さがアップします。さが制作アップします。

動画のアプリです。編集アプリ「中の動画を再生します。全体に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落「＋」は、スマホ画面ボタン
をタップして動画を追加えて、お洒落する
時に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落、スマホ画面「動画をストック」は、スマホ画面のアプリです。
項目があります。をタップすると、スマホ画面アプリ
で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単あら編かじめ用することも意されてされている
無料のアプリです。のアプリです。フリー素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。が制作一つ手前に戻した覧になり表示されています。
されて、スマホ画面それら編を動画編集アプリ「に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落
使用することもすることが制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。

Ⅱ.動画の見方編集と加工加ができます工

動画 写真

動画は長さと、現時点が表示されています。さ(時間)が制作表示されています。されています。

選択は「動画」と「写真」に分れます。は「動画」と「写真」に分れます。動画」と加工「動画」と「写真」に分れます。写真」に分れます。」に分れます。分れます。れます。

動画ストック

アル動画が制作バムをタップします

Ⅲ.フォーマットの見方設定（縦横比率）

動画編集アプリ「を始める前に、動画のフォーマット（縦横比める前に戻したに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落、スマホ画面動画のアプリです。フォーマット（書き出し）を行います。解像度（縦横比
率）を決めていきます。このフォーマットを最初に設定めていきます。このアプリです。フォーマットを最初に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落設定
してお洒落かな操作をするだけで初心者でも簡単いと、スマホ画面後に、それぞれの動画の部分を長押しする々すべてを修正しなければならなくすべてを修正しなければならなくしな操作をするだけで初心者でも簡単ければな操作をするだけで初心者でも簡単ら編な操作をするだけで初心者でも簡単く
な操作をするだけで初心者でも簡単る可能です。性もあるので、最初に済ませておきます。も簡単あるのアプリです。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単、スマホ画面最初に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落済ませておきます。ませてお洒落きます。

フォーマットをタップ

フィット、スマホ画面9:16、スマホ画面16:9、スマホ画面1:1、スマホ画面4:3、スマホ画面2:1、スマホ画面5.8インチで削除（ミュー
2.35.1、スマホ画面3:4、スマホ画面1.85.1のアプリです。中の動画を再生します。全体から編選択できたり、フレームします。

今回の素材が入っていは16:9に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落します
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◆モデル動画が制作動画Ⅰの順序のアプリです。順序を入れ替えることが可能になりま(相楽園とツツジ)

テキスト挿入れ替えることが可能になりま(これは一つ手前に戻した例です。好きな文章にしてください。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。好きな文章にしてください。きな操作をするだけで初心者でも簡単文章にしてください。に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落してください。)
①トップ　相楽園とツツジ相楽園とツツジ ⑩な操作をするだけで初心者でも簡単し
②重厚な正門な操作をするだけで初心者でも簡単正しなければならなく門 ⑪な操作をするだけで初心者でも簡単し
③小寺家こだわりの蘇鉄園こだわりのアプリです。蘇鉄園 ⑫打ち上げは「にしむら珈琲店」ち上げは「にしむら珈琲店」上にある〇をタッげは「に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落しむら編珈琲店」」は、スマホ画面

④樹齢500年の大クスノキのアプリです。大してプレビュークスノキ
⑤音声をワンタッチで削除（ミュー入れ替えることが可能になりま力したり、テンプレート（ひな
⑥ひょうたん池 奥は茶室のかん心亭　は茶室のかん心亭　のアプリです。かん心亭　相楽園とツツジ

⑦ツツジが制作見たり、頃ですで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す

⑧吹き出し「綺麗ねき出し）を行います。解像度（し「綺麗ねね!」は、スマホ画面

⑨旧ハッサム邸と小寺家厩舎ハッサム邸と小寺家厩舎と小寺家こだわりの蘇鉄園厩舎

① ② ③ ④

⑥ ⑩⑦

⑪ ⑫

3.順序を入れ替えることが可能になりまのアプリです。入れ替えることが可能になりまれ替えることが可能になりまえ3.順序を入れ替えることが可能になりまのアプリです。入れ替えることが可能になりまれ替えることが可能になりまえ

タイムラインに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落動画や写
真(クリップ)が制作挿入れ替えることが可能になりまされ
ました。
クリップを長さと、現時点が表示されています。押しするしして、スマホ画面
ドしてカラッグやエンドロール、画面すれば順序を入れ替えることが可能になりまのアプリです。入れ替えることが可能になりま
れ替えることが可能になりまえが制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。

クリップを長さと、現時点が表示されています。押しするしすれば
すべて同じ幅になり移動じ幅になり移動に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落な操作をするだけで初心者でも簡単り移動
が制作分を長押しするかりやすくな操作をするだけで初心者でも簡単りま
す。

幅になり移動が制作同じ幅になり移動じに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落な操作をするだけで初心者でも簡単る

編集アプリ「中の動画を再生します。全体に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落クリップを追加えて、お洒落
する場合は、スマホ画面右端の∔をのアプリです。∔を
タップして挿入れ替えることが可能になりまします。

4.カット編集アプリ「4.カット編集アプリ「

A.カットしたいクリップを
選択できたり、フレームすると白い囲みが表示い囲みが表示み合成」「エフェクが制作表示されています。
されるのアプリです。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単、スマホ画面白い囲みが表示い縦線を分を分を長押しする
割したい部分に移動し、下したい部分を長押しするに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落移動し、スマホ画面下
部のアプリです。「編集アプリ「」は、スマホ画面画面から編「分を長押しする
割したい部分に移動し、下」は、スマホ画面をタップします。分を長押しする割したい部分に移動し、下
されるのアプリです。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単不要な部分を削な操作をするだけで初心者でも簡単部分を長押しするを削
除します。

B.クリップのアプリです。両端の∔をのアプリです。太い白い白い囲みが表示
線を分を選択できたり、フレーム、スマホ画面長さと、現時点が表示されています。押しするししてスク
ロール動画が制作すると動画のアプリです。拡大してプレビュー・進める
縮小が制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。先に縦のに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落縦のアプリです。
細い線で位置を設定しておい線を分で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単位置を設定しておを設定してお洒落
くのアプリです。が制作コツで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。

分を長押しする割したい部分に移動し、下

このアプリです。部分を長押しするをカット

縦のアプリです。細い線で位置を設定しておい線を分

※2通りの方法があります。りのアプリです。方法があります。が制作あります。

・進めるひょうたん池の録音池の録音の見方録音(音声をミュート入力)
相楽園は、スマホ画面初代神戸市長さと、現時点が表示されています。のアプリです。小寺泰次の動画や郎氏ののアプリです。
本邸と小寺家厩舎に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落作をするだけで初心者でも簡単ら編れた庭園で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単明治末期に完成しましたに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落完成」「エフェクしました

⑧ ⑨

⑤
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5.テキストのアプリです。編集アプリ「5.テキストのアプリです。編集アプリ「

①文字を挿入する部分にを挿入れ替えることが可能になりまする部分を長押しするに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落
スライダがー(縦白い囲みが表示線を分)を合
わせ、スマホ画面下部のアプリです。「テキス
ト」は、スマホ画面をタップします。

テキスト

②下部のアプリです。「テキストを追
加えて、お洒落」は、スマホ画面をタップして文字を挿入する部分にを
入れ替えることが可能になりま力したり、テンプレート（ひなします。二本指で文で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単文
字を挿入する部分にのアプリです。大してプレビューきさや位置を設定しておを調整」の項目があります。
します。次の動画やに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落「フォン
ト」は、スマホ画面をタップします。

フォント

ここに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落文字を挿入する部分にを入れ替えることが可能になりま力したり、テンプレート（ひな

右上にある〇をタッのアプリです。※を参照

③フォントのアプリです。種類を選びを選び
ます。今回の素材が入っていは「コスギ」」は、スマホ画面
に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落しましょう。次の動画やに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落スタ
イル動画が制作をタップします。

④スタイルで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単は、スマホ画面文字を挿入する部分にのアプリです。
デザイン・進めるパターンが制作い
くつ手前に戻したかあって好きな文章にしてください。きな操作をするだけで初心者でも簡単も簡単のアプリです。
を選べます。文字を挿入する部分にのアプリです。輪郭
はストロークで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単調整」の項目があります。しま
す。

コスギ」

④エフェクトは、スマホ画面いろい
ろ使えるテンプレートが制作
揃っています。っています。

エフェクト

⑤吹き出しき出ししは「漫画のアプリです。吹き出し「綺麗ね
き出し）を行います。解像度（し風」ですね。」は、スマホ画面で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単すね。
サイズや吹き出しの方向や吹き出し「綺麗ねき出し）を行います。解像度（しのアプリです。方向
のアプリです。変更もできます。も簡単で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。

⑥アニメーションは、スマホ画面
文字を挿入する部分にに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落動きを加えて、お洒落えます。
フェードしてカイン・進めるフェードしてカ
アウト、スマホ画面ル動画が制作ープが制作ありま
す。スピードしてカ調整」の項目があります。も簡単可能です。
で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。

スピードしてカ調整」の項目があります。

⑦文字を挿入する部分にを表示されています。する時間のアプリです。
調整」の項目があります。
テキストをタップして選
択できたり、フレーム。両側の縦の太線を左のアプリです。縦のアプリです。太い白線を分を左
右移動すると時間のアプリです。調整」の項目があります。
が制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。

吹き出し「綺麗ねき出し）を行います。解像度（し

アニメーション
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6.フィル動画が制作タ6.フィル動画が制作タ

①クリップを選択できたり、フレームして、スマホ画面
下部のアプリです。「フィル動画が制作タ」は、スマホ画面を
タップします。

フィル動画が制作タ

②「フィル動画が制作タ」は、スマホ画面は、スマホ画面数多
くありますのアプリです。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単、スマホ画面適当にに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落
選んで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単ください。雰囲みが表示気
が制作変わります。

・進めるお洒落すすめ
・進める日常
・進める日本のアプリです。ドしてカラマ
・進める絵画
・進めるテクスチで削除（ミューャ―
・進めるグやエンドロール、画面ル動画が制作メ
・進める景色
・進める映画
・進めるレトロ
・進めるモノクロ
・進めるスタイル動画が制作

7.エフェクト7.エフェクト

CapCutのアプリです。エフェクトで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単
は、スマホ画面動画や画像に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落特殊なな操作をするだけで初心者でも簡単
エフェクトをかけること
が制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。簡単な操作をするだけで初心者でも簡単に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落動画
素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。を90年の大クスノキ代風」ですね。に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落した
り、スマホ画面フィル動画が制作ム加えて、お洒落工したりしたり
することが制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。動
画エフェクト、スマホ画面ボディエ
フェクトのアプリです。二種類を選び。

8.調整」の項目があります。(明るさやコントラストのアプリです。調整」の項目があります。)8.調整」の項目があります。(明るさやコントラストのアプリです。調整」の項目があります。)

クリップを選択できたり、フレームし、スマホ画面
下部のアプリです。「調整」の項目があります。」は、スマホ画面をタップ
します。

・進める明るさるさ：素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。のアプリです。明るさを調整」の項目があります。する
・進めるコントラスト：素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。のアプリです。コントラス　相楽園とツツジト
（書き出し）を行います。解像度（明るい色と暗い色の差）を調　整するい色のアプリです。差）を調　相楽園とツツジ整」の項目があります。する
・進める飽和色：素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。のアプリです。彩度（書き出し）を行います。解像度（色のアプリです。鮮やか　　やか　相楽園とツツジ　相楽園とツツジ
　相楽園とツツジさ）を調整」の項目があります。する
・進める露出し：素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落取り込まれた光の量を　り込み合成」「エフェクまれた光の量を　のアプリです。量を　を　相楽園とツツジ
　相楽園とツツジ調整」の項目があります。する（書き出し）を行います。解像度（明るさとほぼ同じ）同じ幅になり移動じ）
・進める鮮明るさ化：被写体のアプリです。輪郭のアプリです。コントラス　相楽園とツツジ
　相楽園とツツジトを調整」の項目があります。する
・進めるハイライト：明るい部分を長押しする全体を調整」の項目があります。　相楽園とツツジ
　相楽園とツツジする
・進めるシャドウ：暗い色の差）を調　整するい部分を長押しする全体を調整」の項目があります。する
・進める色温度：光の量を　のアプリです。色を調整」の項目があります。する
・進める色合いい：素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。のアプリです。色合いを補正しなければならなくする
・進めるフェード：色あせ感を出すことができを出し）を行います。解像度（すことが制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単き
　相楽園とツツジる
・進める周辺減光：素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。のアプリです。四隅を黒っぽくするを黒っぽくするっぽくする
・進める粒子：ノイズや吹き出しの方向のアプリです。量を　を調整」の項目があります。する
米赤色は重要な部分を削

調整」の項目があります。

基礎

ムードしてカ

ラブ

バラエティ パーティ

Bling レトロ

シャドしてカウ コミック

自然 分を長押しする割したい部分に移動し、下
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クリップを選択できたり、フレーム

エフェクトのアプリです。種類を選び



9.動画のアプリです。速度のアプリです。変更もできます。9.動画のアプリです。速度のアプリです。変更もできます。

①動画のアプリです。クリップを選
択できたり、フレーム、スマホ画面白い囲みが表示い枠で囲まれまで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単囲みが表示まれま
す。下部のアプリです。「速度」は、スマホ画面を
タップします。

②「通りの方法があります。常」は、スマホ画面と「曲線を分」は、スマホ画面が制作
あります。「通りの方法があります。常」は、スマホ画面を
タップします。

③メモリが制作表示されています。されるのアプリです。
で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単、スマホ画面右側の縦の太線を左に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落動かすと速く
な操作をするだけで初心者でも簡単ります。0.5に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落すると半
分を長押しするのアプリです。速度に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落な操作をするだけで初心者でも簡単ります。
スピードしてカは、スマホ画面0.1倍からから編
100倍からまで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単調整」の項目があります。すること
が制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。

速度 通りの方法があります。常

10.トランジション(切り替えなどに使える動画り替えることが可能になりまえ効果を加えて、お洒落)のアプリです。追加えて、お洒落10.トランジション(切り替えなどに使える動画り替えることが可能になりまえ効果を加えて、お洒落)のアプリです。追加えて、お洒落

①クリップとクリップのアプリです。
間に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落ある四角の中に縦線のアプリです。中の動画を再生します。全体に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落縦線を分
が制作入れ替えることが可能になりまった部分を長押しするをタップし
ます。

②60種類を選びのアプリです。トランジショ
ンが制作あります。長さと、現時点が表示されています。さのアプリです。調
整」の項目があります。も簡単可能です。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。

◆トランジションのアプリです。種類を選び
・進める基礎
・進めるカメラ
・進めるソーシャル動画が制作メディア
・進めるMG

・進めるスライドしてカ
・進めるエフェクト
・進めるマスク
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トランジションとは、スマホ画面Aと
Bのアプリです。クリップ間を切り替えなどに使える動画り替えることが可能になりまえ
るときのアプリです。特殊な効果を加えて、お洒落で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。こ
れは効果を加えて、お洒落的な部分だけ使うな操作をするだけで初心者でも簡単部分を長押しするだけ使う
ように動画にいろいろな効果を加えて、お洒落心が制作けてください。
数や種類を選びが制作多いと見たり、る側の縦の太線を左か
ら編は疲れます。場所や時間れます。場所や時間
が制作大してプレビューきく変わるときに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落使え
ば効果を加えて、お洒落的な部分だけ使うで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。

④速度で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単「曲線を分」は、スマホ画面をタップ
すると動画のアプリです。速度に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落暖急をを
つ手前に戻したけることが制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。
「カスタム」は、スマホ画面を選択できたり、フレームする
と、スマホ画面動画のアプリです。速度を自在にコに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落コ
ントロール動画が制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。

普通りの方法があります。に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落倍から速に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落したい場合は「通りの方法があります。常」は、スマホ画面を、スマホ画面速くな操作をするだけで初心者でも簡単ったり遅くなったり、速さを変則にしたい場合はくな操作をするだけで初心者でも簡単ったり、スマホ画面速さを変則にしたい場合はに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落したい場合は
「曲線を分」は、スマホ画面をタップします。



11.スタンプ入れ替えることが可能になりまれ (アニメーション)11.スタンプ入れ替えることが可能になりまれ (アニメーション)

下部のアプリです。「スタンプ」は、スマホ画面をタッ
プします。数多くのアプリです。ステッ
カーが制作あります。

スタンプ

カテゴリーで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単絞り込みます→お好みのスタンプをタップします。り込み合成」「エフェクみ合成」「エフェクます→お洒落好きな文章にしてください。み合成」「エフェクのアプリです。スタンプをタップします。
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12.オーバーレイ→はめ込み合成」「エフェクみ合成」「エフェク合成」「エフェク(ピクチで削除（ミューャーインピクチで削除（ミューャー)12.オーバーレイ→はめ込み合成」「エフェクみ合成」「エフェク合成」「エフェク(ピクチで削除（ミューャーインピクチで削除（ミューャー)

①下部のアプリです。編集アプリ「項目があります。から編
「オーバーレイ」は、スマホ画面をタッ
プします。

はめ込み合成」「エフェクみ合成」「エフェク合成」「エフェクとは、スマホ画面動画のアプリです。上にある〇をタッに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落画像や動画な操作をするだけで初心者でも簡単どを上にある〇をタッに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落重ねて表示されています。させるためのアプリです。機能です。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。

②下部のアプリです。「はめ込み合成」「エフェクみ合成」「エフェク合成」「エフェク
追加えて、お洒落」は、スマホ画面をタップします。

オーバーレイ はめ込み合成」「エフェクみ合成」「エフェク合成」「エフェクを追加えて、お洒落

③追加えて、お洒落したい素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。をタッ
プし、スマホ画面下部のアプリです。「追加えて、お洒落」は、スマホ画面を
タップします。

素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。を選ぶ

追加えて、お洒落

④素材をインポートすると、下図のような編集画面になります。が制作動画のアプリです。上にある〇をタッに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落重
な操作をするだけで初心者でも簡単って表示されています。されます。2本
指で文で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単移動、スマホ画面大してプレビューきさのアプリです。調整」の項目があります。
を行ったりしますいます。

13-1.オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（BGM・進める音楽・進める効果を加えて、お洒落音を入れ替えることが可能になりまれたい）13-1.オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（BGM・進める音楽・進める効果を加えて、お洒落音を入れ替えることが可能になりまれたい）

①「オーディオ」は、スマホ画面をタッ
プします。

BGMや効果を加えて、お洒落音を入れ替えることが可能になりまれるだけで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単雰囲みが表示気が制作出し）を行います。解像度（てクオリティが制作上にある〇をタッが制作ります。

②音楽やBGMを入れ替えることが可能になりまれる場
合は【楽曲】、効果音は楽曲】、スマホ画面効果を加えて、お洒落音は
【楽曲】、効果音はエフェクト】をタップ
します。

③「お洒落すすめ」は、スマホ画面のアプリです。曲も簡単数
多くあります。曲名をを
タップすれば視聴できまで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きま
す。良さがアップします。ければ右端の∔をのアプリです。＋を
タップします。

お洒落すすめ

④スマホ画面のアプリです。中の動画を再生します。全体に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落あるオリ
ジナル動画が制作のアプリです。音楽を選ぶ場合
は。「マイミュなオリジナル動画が制作ージッ
ク」は、スマホ画面→「デバイスから編」は、スマホ画面
をタップします。

※画面の見方をミュート分れます。割して2画面、スマホ画面3画面と複数のアプリです。動画を表示されています。させたい場合も簡単上にある〇をタッ記のピクチャーインピクチャーを応用すれば可のアプリです。ピクチで削除（ミューャーインピクチで削除（ミューャーを応用することもすれば可
　相楽園とツツジ能です。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。
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オーディオ 楽曲 エフェクト

デバイスから編



オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（吹き出し「綺麗ねき替えることが可能になりまえ・進めるアフレコ）

①下部のアプリです。「オーディオ」は、スマホ画面→
「録音」は、スマホ画面をタップします。

動画に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落対して後から声を入れる事ができます。映像にして後に、それぞれの動画の部分を長押しするから編声をワンタッチで削除（ミューを入れ替えることが可能になりまれる事ができます。映像にが制作で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。映像に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落
合わせてアフレコを行ったりしますう際に編集をな操作をするだけで初心者でも簡単どに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落利用することもで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きる機能です。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。

録音

②「マイクボタン」は、スマホ画面を長さと、現時点が表示されています。押しする
しして、スマホ画面マイクに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落向かって
音声をワンタッチで削除（ミューを入れ替えることが可能になりまれてください。
音声をワンタッチで削除（ミューを入れ替えることが可能になりまれ終えたら編、スマホ画面右下
のアプリです。✓をタップして下さい。

マイグやエンドロール、画面ボタン

マイクボタンをタップまたは
長さと、現時点が表示されています。押しするしで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単録音されます

13-3.オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（音量を　を調節するする）13-3.オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（音量を　を調節するする）オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（吹き出し「綺麗ねき替えることが可能になりまえ・進めるアフレコ）オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（吹き出し「綺麗ねき替えることが可能になりまえ・進めるアフレコ）オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（吹き出し「綺麗ねき替えることが可能になりまえ・進めるアフレコ）オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（吹き出し「綺麗ねき替えることが可能になりまえ・進めるアフレコ）オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（吹き出し「綺麗ねき替えることが可能になりまえ・進めるアフレコ）オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（吹き出し「綺麗ねき替えることが可能になりまえ・進めるアフレコ）13-2.オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（吹き出し「綺麗ねき替えることが可能になりまえ・進めるアフレコ）13-2.オーディオ入れ替えることが可能になりまれ（書き出し）を行います。解像度（吹き出し「綺麗ねき替えることが可能になりまえ・進めるアフレコ）

動画のアプリです。音を消してしてBGMだけに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落したり、スマホ画面音量を　を大してプレビューきくした
りとボリュなオリジナル動画が制作ームのアプリです。調節するをしたい場合は、スマホ画面クリップ毎に簡単に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落簡単な操作をするだけで初心者でも簡単
に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落音量を　を調節するで簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。

①音量を　を調節するしたいクリッ
プ(動画または音楽)をタッ
プします。下部のアプリです。「音量を　」は、スマホ画面
をタップします。

②スライダがーを左右に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落スワイ
プしボリュなオリジナル動画が制作ームを調節するしてく
ださい。「0」は、スマホ画面に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落するとクリッ
プのアプリです。音は無くな操作をするだけで初心者でも簡単ります。

Ⅳ.CapCutで編集した動画をミュート保存・進める共有

①編集アプリ「が制作完了します。編集はプロしたら編画面
右上にある〇をタッのアプリです。「エクスポート」は、スマホ画面
↑ボタンをタップすればボタンをタップすれば
編集アプリ「した動画はファイル動画が制作
に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落保存されるので、続きから編されます。

④加えて、お洒落工したりした動画はプロ
ジェクトとしてトップ画
面に動画にいろいろな効果を加えて、お洒落保存されるので、続きから編されるのアプリです。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単、スマホ画面何
度で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単も簡単修正しなければならなくやコピーする
ことも簡単で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単きます。

②解像度(1080P))とフ
レームレート(30または
60)を確認して「エクスして「エクス
ポート」は、スマホ画面をタップ。

エクスポート

③短時間で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単デバイス(スマ
ホ画面のアプリです。ギ」ャラリー)とプロ
ジェクトに動画にいろいろな効果を加えて、お洒落保存されるので、続きから編されま
す。共有も可能です。も簡単可能です。で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単す。

プロジェクトとして
自動で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単保存されるので、続きから編されます。
再編集アプリ「や削除も簡単で簡単な操作をするだけで初心者でも簡単き
ます
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音量を　
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