
CapCut
応用編

動画編集アプリ「アプリ「CapCut」は、は、
スマホ画面で簡単な操作をするだけ画面で簡単な操作をするだけで簡単な操作をするだけ簡単な操作をするだけな操作をするだけ操作をするだけをするだけ
で簡単な操作をするだけ初心者でも簡単に動画にいろいろで簡単な操作をするだけも簡単に動画にいろいろ簡単な操作をするだけに動画にいろいろ動画に動画にいろいろいろいろ
な操作をするだけ効果を加えて、お洒落でスタイを加えて、お洒落でスタイえて、お洒落でスタイ洒落でスタイで簡単な操作をするだけスタイ
リッシュなオリジナル動画な操作をするだけオリジナル動画動画を制作をするだけす
ることがで簡単な操作をするだけ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す。
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1.スタイル動画1.スタイル動画

①顔を表示して「タイムを表示して「タイムして「タイム
ライン」をタップして選」は、をタップして選
択します。次に下部のします。次に下部のに動画にいろいろ下部ののアプリです。
「スタイル動画」は、をタップ。

②下部のに動画にいろいろ「スタイル動画」は、種類が表示されます。が表示して「タイムされます。8種類が表示されます。あります。静止画のアプリです。みOKで簡単な操作をするだけす。

スタイル動画

人物のクリップのアプリです。クリップ
をタップ

cyberclty カメラシェイク 写真パズルパズル動画

女性化 男性化

PopUPAlbum

天使にに動画にいろいろ 悪魔にに動画にいろいろ 3Dズームプロ

絵画古典的な漫画な操作をするだけ漫画

3Dズーム ウェディン」をタップして選グドレス カップル動画写真パズル

ゲーム漫画 芸術的な漫画

ベビーフェィス

３Ｄマンガマン」をタップして選ガ

ビッグヘッド マン」をタップして選ガ風 スケッチ風風 コミック 日本の漫画のアプリです。漫画

CapCutは
Bytdance社が提が提
供するアプリでするアプリで簡単な操作をするだけ
す。TikTokのアプリです。会
社が提で簡単な操作をするだけ有名なな操作をするだけIT企
業です。で簡単な操作をするだけす。
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2.合成動画・背景の削除のアプリです。削除(オーバーレイ)2.合成動画・背景の削除のアプリです。削除(オーバーレイ)

①背景の削除とな操作をするだける動画(静止
画)を選択します。次に下部のします。次に下部のに動画にいろいろ
「オーバーレイ」は、をタッ
プします。

オーバーレイ

②「はめ込み合成を追込み合成を追み合成を追
加えて、お洒落でスタイ」は、をタップ、人物のクリップのアプリです。ク
リップを「追加えて、お洒落でスタイ」は、をタッ
プします。

③人物のクリップが選択します。次に下部のされた状態状態
で簡単な操作をするだけ、カット編集アプリ「してから
下部ののアプリです。「背景の削除を削除」は、を
タップします。

背景の削除を削除

④背景の削除を認識して、自動して、自動
で簡単な操作をするだけ切り抜いてくれます。り抜いてくれます。いてくれます。
位置や大きさをや大きさを大きさをきさを2本の漫画指をを
使にって修正します。します。
2本の漫画のアプリです。動画のアプリです。長さを調整さを調整
します。

追加えて、お洒落でスタイ

背景の削除が削除されました状態
位置や大きさをや大きさを大きさをきさを調整します

3.自動テロップのアプリです。作をするだけり方3.自動テロップのアプリです。作をするだけり方

①使にう動画を選択します。動画を選択します。次に下部のします。
下部ののアプリです。「テキスト」は、をタッ
プします。

テキスト

②下部ののアプリです。「自動キャプショ
ン」をタップして選」は、をタップします。

③デフォル動画テ設定のまま、のアプリです。まま、
言語は日本語を選び「続は日本の漫画語は日本語を選び「続を選び「続
行」をタップします。」は、をタップします。

④自動で簡単な操作をするだけテロップが入りまりま
した状態。文字の修正、変更ののアプリです。修正します。、変更ののアプリです。
場合は、テキストクリップ
をタップ。下のアプリです。「一括編
集アプリ「」は、をタップします。

自動キャプション」をタップして選

※予め、人物が話しているめ込み合成を追、人物のクリップが話しているしている
動画を作をするだけ成してお洒落でスタイく必要があがあ
ります。スマホ画面で簡単な操作をするだけで簡単な操作をするだけ簡単な操作をするだけに動画にいろいろで簡単な操作をするだけき
ます。

自動で簡単な操作をするだけテキストが挿入りまされました状態

一括編集アプリ「
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①映画風に動画にいろいろした状態い動画を
選択します。次に下部のして右下のアプリです。「追加えて、お洒落でスタイ」は、
をタップします。

追加えて、お洒落でスタイ

②何も選択していない状態も簡単に動画にいろいろ選択します。次に下部のしていな操作をするだけい状態
で簡単な操作をするだけ下部ののアプリです。「エフェクト」は、を
タップします。

エフェクト

③「基礎」は、のアプリです。な操作をするだけかに動画にいろいろある
「映画」は、また状態は「シネマ」は、
をタップして右上の✓をのアプリです。✓を
タップします。

④下に動画にいろいろ「映画」は、のアプリです。レイヤー
が追加えて、お洒落でスタイされました状態。全部の適
用するためには、白い太線するた状態め込み合成を追に動画にいろいろは、白い太線い太線
を右へ延ばします。延ばします。ばします。
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映画 映画のアプリです。レイヤー

5.シネマスコープ(黒帯)をつけて映画風に動画にいろいろする方法5.シネマスコープ(黒帯)をつけて映画風に動画にいろいろする方法

⑤「選択します。次に下部の」は、をタップしま
す。

⑥すべて選択します。次に下部の」は、をタップ
するとすべてのアプリです。テロップ
が選択します。次に下部のされます。

⑦テキストクリップを選
択します。次に下部のした状態状態で簡単な操作をするだけ下のアプリです。「スタ
イル動画」は、をタップすると
フォン」をタップして選トや大きさを文字の修正、変更ののアプリです。色も変も簡単に動画にいろいろ変
えられます。

「自動キャプション」をタップして選に動画にいろいろ適
用するためには、白い太線」は、をタップし✓が入りまっ
ているとすべてのアプリです。文字の修正、変更のに動画にいろいろ
適用するためには、白い太線されます。

最後に✓マークをタップに動画にいろいろ✓マークをタップ
します。

選択します。次に下部の

テキストクリップ
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4.テキストのアプリです。読み上げを行うみ上の✓をげを行」をタップします。う動画を選択します。4.テキストのアプリです。読み上げを行うみ上の✓をげを行」をタップします。う動画を選択します。

テキスト読み上げを行うみ上の✓をげ

挿入りました状態テキストを「読み上げを行うみ上の✓をげ」は、させる方法で簡単な操作をするだけす。、

①通常通り動画に動画にいろいろテキ
ストを挿入りまして、文字の修正、変更ののアプリです。
大きさをきさや大きさをフォン」をタップして選トを選び
ます。✓をタップ。

②テキストクリップが選
択します。次に下部のされているのアプリです。を確認し
てから「テキスト読み上げを行うみ上の✓を
げ」は、をタップします。

③読み上げを行うみ上の✓をげるボイスを下
記から選びます。から選びます。
ボイスは、「元気ロリ」ロリ」は、
「男性アナ」は、「女性ア
ナ」は、「癒し系女子」「坊し系女子」「坊」は、「坊
ちゃん」は、「男子」「坊」は、「女
子」「坊」は、他。選択します。次に下部の後に✓マークをタップ✓をタッ
プします。

④ボイスのアプリです。選択します。次に下部のが完了したした状態
ら、画面で簡単な操作をするだけ上の✓をに動画にいろいろ読み上げを行うみ上の✓をげてい
る期間を示すテキストが配を示して「タイムすテキストが配
置や大きさをされています。

テキスト事例事例: 北側の歩道にメタセコイヤ、南側にモミジバウが連なります。の歩道にメタセコイヤ、南側にモミジバウが連なります。歩道にメタセコイヤ、南側にモミジバウが連なります。にメタセコイヤ、南側にモミジバウが連なります。メタセコイヤ、南側にモミジバウが連なります。南側の歩道にメタセコイヤ、南側にモミジバウが連なります。にメタセコイヤ、南側にモミジバウが連なります。モミジバウが連なります。が連なります。連なります。なります。
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5.動画を彩る「エフェクト」機能る「エフェクト」は、機能5.動画を彩る「エフェクト」機能る「エフェクト」は、機能

エフェクトは、特殊効果を加えて、お洒落でスタイのアプリです。ことで簡単な操作をするだけす。キラキラを付けたりレトロなえいぞうにしたり、アニメーションけた状態りレトロな操作をするだけえいぞう動画を選択します。に動画にいろいろした状態り、アニメーション」をタップして選
をつけた状態り、枠をつけたりします。をつけた状態りします。CapCutに動画にいろいろはた状態くさんのアプリです。エフェクトがあります。何も選択していない状態も簡単に動画にいろいろ選択します。次に下部のされな操作をするだけい
状態で簡単な操作をするだけエフェクトをタップ。エフェクトに動画にいろいろは動画エフェクトとボディエフェクトがあります。

動画→分割(4分割) 動画→フレーム(コミックフレーム) 動画→テクスチ風ャ―(古い1)

ボディ→ボディ(電光描写) ボディ→イメージ(男性4)ボディ→感情(た状態た状態く)
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6.Zoom 3D Pro(写真パズルを立体加えて、お洒落でスタイ工する方法する方法)6.Zoom 3D Pro(写真パズルを立体加えて、お洒落でスタイ工する方法する方法)

CapCutは、動画をメイン」をタップして選とした状態編集アプリ「アプリで簡単な操作をするだけすが、3Dズーム機能は静止画のアプリです。み反映される仕組
みに動画にいろいろな操作をするだけっています。そのアプリです。た状態め込み合成を追加えて、お洒落でスタイ工する方法する写真パズルは、必ず写真フォルダから選ぶようにしてください。写真パズルフォル動画ダから選ぶようにしてください。から選ぶよう動画を選択します。に動画にいろいろしてください。

①「新しいプロジェクしいプロジェク
ト」は、をタップします。

②立体的な漫画に動画にいろいろ動かした状態い写真パズル
を数枚選んで簡単な操作をするだけ、下部の右のアプリです。
「追加えて、お洒落でスタイ」は、をタップします。
今回はは5枚選びます。

③タイムライン」をタップして選上の✓をのアプリです。一枚目
のアプリです。写真パズルをタップして選択します。次に下部のし
ます。下部のに動画にいろいろ表示して「タイムされるメ
ニュなオリジナル動画ーを左にスライドさせに動画にいろいろスライドさせ
て「スタイル動画」は、をタップ。

タップして選択します。次に下部の

スタイル動画

④「Zoom 3D Pro」は、を
タップします。3Dズーム
効果を加えて、お洒落でスタイのアプリです。プロセスが完成する
まで簡単な操作をするだけ待ちます。ちます。100%で簡単な操作をするだけ
OKで簡単な操作をするだけす。

Zoom 3D Pro追加えて、お洒落でスタイ

⑤同じ動作を他の写真にじ動作を他の写真に動作をするだけを他のアプリです。写真パズルに動画にいろいろ
繰り返します。り返します。します。

⑥処理が完了しましたらが完了したしました状態ら
下部の右のアプリです。✓をタップしま
す。更のに動画にいろいろ左にスライドさせ向きの→をきのアプリです。→を
タップして他のアプリです。作をするだけ業です。に動画にいろいろ写
ります。

⑦「テキストのアプリです。挿入りま」は、と
「オーディオ」は、、「トラ
ン」をタップして選ジション」をタップして選」は、を追加えて、お洒落でスタイしま
す。画面で簡単な操作をするだけ右上の✓をのアプリです。「保存」」は、
をタップします。

保存」
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7.画像(動画)をモノクロからカラーに動画にいろいろ徐々に切り替える方法に動画にいろいろ切り抜いてくれます。り替える方法える方法7.画像(動画)をモノクロからカラーに動画にいろいろ徐々に切り替える方法に動画にいろいろ切り抜いてくれます。り替える方法える方法

①「新しいプロジェクしいプロジェク
ト」は、をタップします。

②加えて、お洒落でスタイ工する方法に動画にいろいろ使にいた状態い写真パズルを
選びます。動画で簡単な操作をするだけも簡単に動画にいろいろOKで簡単な操作をするだけ
す。右下のアプリです。「追加えて、お洒落でスタイ」は、を
タップします。

③下部ののアプリです。「フィル動画ター」は、
をタップします。

④下部ののアプリです。項目で簡単な操作をするだけ
「白い太線黒」は、→「BW3」は、をタッ
プ。次に下部のに動画にいろいろ右下のアプリです。✓をタップ
します。

⑤クリップのアプリです。上の✓をに動画にいろいろある
「キーフレーム」は、をタッ
プします。

⑥スライダから選ぶようにしてください。ーをクリップ
のアプリです。最後に✓マークをタップに動画にいろいろ合わせ、下部ののアプリです。
「フィル動画ター」は、をタップ
します。

BW3 ✓

⑦メモリのアプリです。値を左にスラを左にスライドさせに動画にいろいろスラ
イドさせて「0」は、に動画にいろいろしま
す。次に下部のに動画にいろいろ下部ののアプリです。✓をタッ
プします。

⑧これで簡単な操作をするだけモノクロ画像か
らカラー画像に動画にいろいろ徐々に切り替える方法に動画にいろいろ変
化します。

追加えて、お洒落でスタイ フィル動画ター

白い太線黒

キーフレーム

キーフレームが付けたりレトロなえいぞうにしたり、アニメーションきました状態

フィル動画ター

このアプリです。メモリ〇を左にスライドを左にスライドさせに動画にいろいろスライド
させて0に動画にいろいろします。
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スライダから選ぶようにしてください。ー

✓



キーフレーム機能で出来ること機能で出来ることで出来ること出来ることること

1.位置やサイズを変化させるやサイズを変化させるサイズを変化させるを変化させる変化させるさせる
①マスクのアプリです。位置や大きさをや大きさをサイズをズラす。
②モザイクを顔を表示して「タイムに動画にいろいろ追従させる。させる。
③動画を徐々に切り替える方法に動画にいろいろ拡大きさをさせる。
④画像に動画にいろいろ動きを持たせる。た状態せる。

2.動画ややサイズを変化させるBGMの歩道にメタセコイヤ、南側にモミジバウが連なります。音量を変化させるを変化させる変化させるさせる
A地点での音量をで簡単な操作をするだけのアプリです。音量をを100として、B地点での音量をのアプリです。音量をを0に動画にいろいろしてキーフレームを打てば、てば、
A地点での音量をからB地点での音量をへ延ばします。徐々に切り替える方法に動画にいろいろ音量をが小さくさせることができます。さくさせることがで簡単な操作をするだけきます。

8.キーフレームで簡単な操作をするだけ文字の修正、変更のや大きさをスタン」をタップして選プを動かす方法8.キーフレームで簡単な操作をするだけ文字の修正、変更のや大きさをスタン」をタップして選プを動かす方法

①下部ののアプリです。メニュなオリジナル動画ーバーか
ら「テキスト」は、をタップ
します。更のに動画にいろいろ「テキスト
を追加えて、お洒落でスタイ」は、をタップしま
す。

②文字の修正、変更のを入りま力します。します。
今回はは「富士」と入力、」は、と入りま力します。、
入りま力します。後に✓マークをタップ「エフェクト」は、を
タップ。

③「スタイル動画」は、「エフェ
クト」は、「吹き出し」などき出し」などし」は、な操作をするだけど
で簡単な操作をするだけ文字の修正、変更のに動画にいろいろ効果を加えて、お洒落でスタイを加えて、お洒落でスタイえた状態り
装飾したりします。した状態りします。
フォン」をタップして選トは「オーバー
ラック」は、に動画にいろいろしました状態。次に下部の
に動画にいろいろ文字の修正、変更の入りま力します。のアプリです。右側の✓をのアプリです。✓を
タップします。

④動画のアプリです。長さを調整さに動画にいろいろ文字の修正、変更ののアプリです。長さを調整
さを合わせます。縦の白のアプリです。白い太線
い線を最初に動画にいろいろ合わせま
す。文字の修正、変更ののアプリです。大きさをきさを調整
してスタートのアプリです。位置や大きさをに動画にいろいろ移
動します。
次に下部のに動画にいろいろキーフレームのアプリです。ボタ
ン」をタップして選をタップします。

白い太線い縦の白線をスタートに動画にいろいろ合わせる

キーフレーム

テキスト

文字の修正、変更のを入りま力します。します

スタイル動画

キーフレームを使にって文字の修正、変更ののアプリです。色も変を徐々に切り替える方法に動画にいろいろ変える方法。回は転もできますも簡単に動画にいろいろで簡単な操作をするだけきます

①「動画」は、また状態は「画像」は、を追加えて、お洒落でスタイします。
②「テキスト」は、→「テキストを追加えて、お洒落でスタイ」は、をタップして文字の修正、変更のを入りま力します。して色も変、フォン」をタップして選トな操作をするだけど変更のします。次に下部のに動画にいろいろ✓をタップ。
③テキストをクリップ先頭に合わせ「キーフレーム」をタップします。キーフレームが打たれました。に動画にいろいろ合わせ「キーフレーム」は、をタップします。キーフレームが打てば、た状態れました状態。
④テキストのアプリです。色も変を徐々に切り替える方法に動画にいろいろ変化させるた状態め込み合成を追スライダから選ぶようにしてください。ーをテキストのアプリです。最後に✓マークをタップに動画にいろいろ合わせます。
⑤下部ののアプリです。「スタイル動画」は、をタップして、好みの色を選択してタップします。✓をタップします。みのアプリです。色も変を選択します。次に下部のしてタップします。✓をタップします。
⑥二つ目のキーフレームが打たれました。つ目のアプリです。キーフレームが打てば、た状態れました状態。
⑦文字の修正、変更のを回は転もできますすることも簡単に動画にいろいろで簡単な操作をするだけきます。 7

エフェクト

キーフレームはいろいろな操作をするだけことに動画にいろいろ
使にえますのアプリです。で簡単な操作をするだけ使にいこな操作をするだけすよう動画を選択します。に動画にいろいろいた状態しましょう動画を選択します。!



⑤白い太線い縦の白線を終点での音量をに動画にいろいろ移動し
ます。文字の修正、変更ののアプリです。大きさをきさや大きさを位置や大きさを
を変更のします。これで簡単な操作をするだけ始点での音量を
と終点での音量をに動画にいろいろキーフレームが設
定のまま、されました状態。

⑥始点での音量をと終点での音量をのアプリです。間を示すテキストが配に動画にいろいろ白い太線い縦の白
線を少しずつ移動し文字のしず写真フォルダから選ぶようにしてください。つ移動し文字の修正、変更ののアプリです。
位置や大きさをも簡単に動画にいろいろ変更のします。
自動で簡単な操作をするだけキーフレームのアプリです。マー
クが入りまります。

⑦これで簡単な操作をするだけキーフレームに動画にいろいろ
沿って文字が自由に移動しって文字の修正、変更のが自由に移動しに動画にいろいろ移動し
ます。これは文字の修正、変更のだけで簡単な操作をするだけな操作をするだけ
くマスク、モザイク、音量を
な操作をするだけど幅広く応用できます。く応用するためには、白い太線で簡単な操作をするだけきます。

9.グローライン」をタップして選9.グローライン」をタップして選

「グローライン」をタップして選」は、機能は、動画内の人物の動きを追跡し、顔や体の輪郭を自動的に検出することでグローライン効果のアプリです。人物のクリップのアプリです。動きを追跡し、顔や体の輪郭を自動的に検出することでグローライン効果し、顔を表示して「タイムや大きさを体のアプリです。輪郭を自動的に検出することでグローライン効果を自動的な漫画に動画にいろいろ検出し」などすることで簡単な操作をするだけグローライン」をタップして選効果を加えて、お洒落でスタイ
を加えて、お洒落でスタイえることがで簡単な操作をするだけきます。このアプリです。機能は、バスケットボール動画・スケートボード・ダから選ぶようにしてください。ン」をタップして選スな操作をするだけど様々に切り替える方法な操作をするだけシーン」をタップして選で簡単な操作をするだけ利用するためには、白い太線で簡単な操作をするだけきま
す。一つのアプリです。モーション」をタップして選動画をアップロードして、映像に動画にいろいろ特殊な操作をするだけ効果を加えて、お洒落でスタイを与えることが可能となります。音楽を挿入すれえることが可能とな操作をするだけります。音楽を挿入すれを挿入りますれ
ば効果を加えて、お洒落でスタイ的な漫画で簡単な操作をするだけす。

①動画素材を用意しまを用するためには、白い太線意しましま
す。下部ののアプリです。「エフェク
ト」は、をタップ。

②下部ののアプリです。「動画エフェク
ト」は、をタップします。

③「グローライン」をタップして選」は、を
タップして下のアプリです。種類が表示されます。を選
びます。

グローライン」をタップして選

④グローライン」をタップして選のアプリです。種類が表示されます。は
・マジックネオン」をタップして選・燃えるシッえるシッ
ポ・エレクトヒップホ画面で簡単な操作をするだけップ・天使に
のアプリです。翼・サイエン」をタップして選スフィクション」をタップして選・
アクティビティがあります。

「保存」」は、は
ここをタップ

キーフレームのアプリです。
マークが付けたりレトロなえいぞうにしたり、アニメーションきます

動画エフェクトエフェクト

8

ステッカーのアプリです。使に用するためには、白い太線例ですで簡単な操作をするだけす



10.テキストを縦の白書きで入力したり、後から縦書きに変更する方法きで簡単な操作をするだけ入りま力します。した状態り、後に✓マークをタップから縦の白書きで入力したり、後から縦書きに変更する方法きに動画にいろいろ変更のする方法10.テキストを縦の白書きで入力したり、後から縦書きに変更する方法きで簡単な操作をするだけ入りま力します。した状態り、後に✓マークをタップから縦の白書きで入力したり、後から縦書きに変更する方法きに動画にいろいろ変更のする方法

①下部ののアプリです。「テキスト」は、を
タップします。次に下部のに動画にいろいろ「テキ
ストを追加えて、お洒落でスタイ」は、をタップ。

②文字の修正、変更のを入りま力します。します。下部の
のアプリです。「スタイル動画」は、をタップし
てフォン」をタップして選トのアプリです。種類が表示されます。や大きさを文字の修正、変更の
色も変、ストロークな操作をするだけどを設定のまま、
します。

③「吹き出し」などき出し」などし」は、をタップ
し吹き出し」などき出し」などしのアプリです。種類が表示されます。を選びま
す。

④下部ののアプリです。「スペース」は、を
タップ、左にスライドさせから4つ目のアプリです。縦の白
三本の漫画線をタップします。

⑤これで簡単な操作をするだけ縦の白書きで入力したり、後から縦書きに変更する方法きに動画にいろいろな操作をするだけりま
した状態。

⑥「吹き出し」などき出し」などし」は、のアプリです。種類が表示されます。
はた状態くさんありますのアプリです。で簡単な操作をするだけ
好みの色を選択してタップします。✓をタップします。みのアプリです。も簡単に動画にいろいろのアプリです。を選んで簡単な操作をするだけくだ
さい。

◆日本語のフォントもの歩道にメタセコイヤ、南側にモミジバウが連なります。フォント事例も
数多く用意されています。く用意されています。用意されています。されています。

・システム
・手書きで入力したり、後から縦書きに変更する方法
・居酒屋
・ポシティブ
・結月
・書道にメタセコイヤ、南側にモミジバウが連なります。
・幸せせ
・くりぬく
・教科書
・元也
・メモ帳
・メモ
・スクリプト
・ブロック
・吹き出し」などき出し」などし
・オーバーラップ

・レギュなオリジナル動画ラー
・ローマ
・キャビン」をタップして選
・小さくさせることができます。杉ゴシックゴシック
・アドゴシック
・セリフライト
・セリフ太字
・モーダから選ぶようにしてください。ー太字の修正、変更の
・モーダから選ぶようにしてください。ーライト
・ビジネス
・HG行書体
・コスギ
・ゴシック
・コミック
・手書きで入力したり、後から縦書きに変更する方法き
・子」「坊供するアプリでた状態ち
・筆

9

テキスト

文字の修正、変更のを入りま力します。

スタイル動画

吹き出し」などき出し」などし

スペース

※「吹き出し」などき出し」などし」は、に動画にいろいろ
アニメーション」をタップして選を付けたりレトロなえいぞうにしたり、アニメーションける
ことも簡単に動画にいろいろで簡単な操作をするだけきます。

太字の修正、変更のは、標準的な漫画な操作をするだけフォン」をタップして選トで簡単な操作をするだけお洒落でスタイ勧めです。め込み合成を追で簡単な操作をするだけす。



11.カバー11.カバー

カバーフレーム(サムネイル動画、カバー写真パズル、カバー画像)を作をするだけ成することがで簡単な操作をするだけきます。カバーフレームとは、主にに動画にいろいろSNS
な操作をするだけどで簡単な操作をするだけ動画を再生する前に表示される画像です。簡単に言うと表紙のことです。する前に表示される画像です。簡単に言うと表紙のことです。に動画にいろいろ表示して「タイムされる画像で簡単な操作をするだけす。簡単な操作をするだけに動画にいろいろ言う動画を選択します。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す。
動画のアプリです。各シーンシーン」をタップして選(フレーム)から静止画を選択します。次に下部のすることや大きさを、スマホ画面で簡単な操作をするだけ内の人物の動きを追跡し、顔や体の輪郭を自動的に検出することでグローライン効果に動画にいろいろある画像をアップロードしてカバーに動画にいろいろすること
も簡単に動画にいろいろで簡単な操作をするだけきます。静止画を選んだら、自分で簡単な操作をするだけテキストを入りま力します。した状態り、テン」をタップして選プレートを使に用するためには、白い太線することも簡単に動画にいろいろ可能で簡単な操作をするだけす。
テン」をタップして選プレートは、「Trending/Vlog/Fashon/Food」は、から選択します。次に下部のが可能で簡単な操作をするだけ、気ロリ」軽にお洒落なカバーを作成できます。に動画にいろいろお洒落でスタイ洒落でスタイな操作をするだけカバーを作をするだけ成で簡単な操作をするだけきます。
テン」をタップして選プレートのアプリです。内の人物の動きを追跡し、顔や体の輪郭を自動的に検出することでグローライン効果容(テキスト、サイズ、位置や大きさを、傾き、スタイル、エフェクト、吹き出しき、スタイル動画、エフェクト、吹き出し」などき出し」などし)を変更のすることも簡単に動画にいろいろで簡単な操作をするだけきるのアプリです。
で簡単な操作をするだけテン」をタップして選プレートをベースに動画にいろいろして自分のアプリです。オリジナル動画な操作をするだけも簡単に動画にいろいろのアプリです。が作をするだけれます。

12.マスクのアプリです。使にい方12.マスクのアプリです。使にい方

編集アプリ「のアプリです。マスクをタップすると、様々に切り替える方法な操作をするだけ形で動画にマスク（周りを黒くする）することが可能になりで簡単な操作をするだけ動画に動画にいろいろマスク（周りを黒くする）することが可能になり周りを黒くする）することが可能になりりを黒くする）することが可能に動画にいろいろな操作をするだけり
ます。例ですえば、ハートのアプリです。も簡単に動画にいろいろのアプリです。を選ぶと、動画がず写真フォルダから選ぶようにしてください。っとハートのアプリです。形で動画にマスク（周りを黒くする）することが可能になりで簡単な操作をするだけ再生する前に表示される画像です。簡単に言うと表紙のことです。されるよう動画を選択します。に動画にいろいろな操作をするだけっていま
す。マスクのアプリです。編集アプリ「後に✓マークをタップは必ず写真フォルダから選ぶようにしてください。設定のまま、保存」のアプリです。た状態め込み合成を追に動画にいろいろチ風ェックマーク✔をタップしてください。をタップしてください。

13.調整13.調整

編集アプリ「から調整をタップすると、以下のアプリです。よう動画を選択します。な操作をするだけ
編集アプリ「を行」をタップします。う動画を選択します。ことがで簡単な操作をするだけきます。

・明るさるさ
・コン」をタップして選トラスト
・飽和色も変
・鮮明化

・ハイライト
・シャドウ
・色も変温度
・色も変合い
・フェード

マスク

サークル動画

①タイムライン」をタップして選のアプリです。画像を
タップ、下部ののアプリです。「マス
ク」は、をタップします。

②下部ののアプリです。「サークル動画」は、を
タップしてサークル動画のアプリです。大きさを
きさを調整します。

③オーバーレイ→はめ込み合成を追込み合成を追
み合成で簡単な操作をするだけマスクを活用するためには、白い太線し
た状態事例ですで簡単な操作をするだけす。

「明るさ」は、を調整した状態事例です

な操作をするだけし 分割 フィル動画ム

サークル動画 長さを調整方形で動画にマスク（周りを黒くする）することが可能になり ハート

星型

10



14.モザイクをかける方法14.モザイクをかける方法

①モザイクをかけた状態い動
画を表示して「タイムして、下部ののアプリです。メ
ニュなオリジナル動画ーから、「エフェク
ト」は、タップします。

エフェクト

②「基礎」は、のアプリです。中の「モザのアプリです。「モザ
イク」は、をタップします。
次に下部のに動画にいろいろ✓をタップ。

基礎

モザイク

③モザイクのアプリです。部の分を動画
のアプリです。長さを調整さに動画にいろいろ合わせます。モ
ザイクのアプリです。右端をタップしをタップし
て右へ延ばします。スライドします。
下部ののアプリです。　　をタップ。も簡単に動画にいろいろ
う動画を選択します。一度　　をタップ。

モザイク

④下部ののアプリです。「オーバーレ
イ」は、→「はめ込み合成を追込み合成を追み合成のアプリです。
追加えて、お洒落でスタイ」は、をタップします。

はめ込み合成を追込み合成を追み合成

⑤同じ動作を他の写真にじ動作を他の写真に動画を追加えて、お洒落でスタイしまし
た状態。プレビュなオリジナル動画ー画面で簡単な操作をするだけで簡単な操作をするだけ追
加えて、お洒落でスタイした状態動画を2本の漫画指をで簡単な操作をするだけ拡
げて同じ動作を他の写真にじ動作を他の写真に大きさをきさに動画にいろいろ調整し
ます。下部ののアプリです。「マスク」は、
をタップします。

⑥「サークル動画」は、をタップ。
丸の部分以外は消すというのアプリです。部の分以外は消すというは消すというすという動画を選択します。
ことで簡単な操作をするだけす。丸の部分以外は消すというのアプリです。部の分を隠しし
た状態い顔を表示して「タイムのアプリです。部の分に動画にいろいろ合わせま
す。大きさをきさも簡単に動画にいろいろ調整します。

⑦「反転もできます」は、をタップしま
す。　　で簡単な操作をするだけモザイクのアプリです。強弱
を調整で簡単な操作をするだけきます。✓をタッ
プします。再生する前に表示される画像です。簡単に言うと表紙のことです。して見まま
しょう動画を選択します。

⑧人物のクリップが動いてモザイクが
はず写真フォルダから選ぶようにしてください。れる場合は、キーフ
レームを使に用するためには、白い太線すれば追従させる。し
ます。

反転もできます11

マスク



①動画を表示して「タイムします。 ②テキストを追加えて、お洒落でスタイしま
す。「吹き出し」などき出し」などし」は、に動画にいろいろして
文字の修正、変更のを入りま力します。します。次に下部のに動画にいろいろ
✓をタップします。

③テキストを動画のアプリです。長さを調整さ
に動画にいろいろ合わせます。次に下部のに動画にいろいろ下部の
のアプリです。「トラッキン」をタップして選グ」は、を
タップします。

④黄色も変のアプリです。円が表示されまが表示して「タイムされま
す。被写体に動画にいろいろ合う動画を選択します。よう動画を選択します。に動画にいろいろ
円が表示されまを作をするだけります。円が表示されまを動か
すのアプリです。がポイン」をタップして選トで簡単な操作をするだけす。

⑤次に下部のに動画にいろいろ下部ののアプリです。「トラッキ
ン」をタップして選グを開始する」は、をタッ
プします。

⑥読み上げを行うみ込み合成を追み中の「モザで簡単な操作をするだけす。 ⑦完成で簡単な操作をするだけす。これで簡単な操作をするだけカニ
と吹き出し」などき出し」などしテキストが連
動しています。
次に下部のに動画にいろいろ「保存」」は、をタップし
ます。

※動きのアプリです。速い動画は、上手い動画は、上の✓を手
く行」をタップします。かな操作をするだけい場合も簡単に動画にいろいろありま
す。

文字の修正、変更のを入りま力します。

トラッキン」をタップして選グ

黄色も変い円が表示されまが
表示して「タイムされます

12

円が表示されまを被写体に動画にいろいろ合わせて
調整します。

15.トラッキン」をタップして選グ15.トラッキン」をタップして選グ
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