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「スーパーメディア変換！」（Mac 版）ガイド 
 

ご登録に関する注意事項： 

 

登録メールのメールアドや登録コードなどの情報をコピー＆ペーストする際

には、スペースがないことをご確認お願いいたします。 

 

ほかご登録時に何かご問題がありましたら、弊社サポートセンター 

http://www.wondershare.jp/support.html 

までご参照をお願いいたします。 

 

製品ガイドの前に、まずは製品のダウンロード方法、インストール方法、登録

方法について説明いたします。 

 

1. 製品のダウンロード 

1）製品ページにある「無料体験」ボタンをクリックします。 

2）PC/Macに製品の保存場所を選択します。 

3）製品のダウンロードを開始します。 

 

2. 製品のインストール 

 

インストール方法 

1）dmgファイルをダブルクリックします。 

2）インストールウィンドウが現れます。 

3）ウィンドウの左側にある製品のアイコンを右側の「アプリケーション

(applications)」にドラッグします。 

4）「アプリケーション(applications)」をダブルクリックします。 

5）インストールされた製品を見つけ、ドックにドロップします。 

 

3. 製品の登録 

各製品は、画面が異なりますが、「メニュー」設定の位置はほとんど一定して

います。 

「メニュー」設定をクリックしますと、「購入」、「登録」や「設定」などの操

作が行われます。 

まずは製品のアイコンをダブルクリックして、製品を起動します。 

それから製品を登録します。 

 

http://www.wondershare.jp/support.html


 

 2 / 16 
 

「メニュー」設定は、メニューバーの左側にある製品名にあります。 

1）製品名をクリックします。 

2）「登録」をクリックします。 

3）電子メールで送信された「製品登録情報」を入力します。 

登録コードを「登録コード」に入力します。 

電子メールを「電子メール」に入力します。 

＊注意：登録情報を入力時に、スペースがないことを確認してください。 

4）「登録」または「製品登録」ボタンをクリックします。 

5） 登録完了。製品のすべての機能を利用できるようになります。 

 

「スーパーメディア変換！」 （Mac版）は動画変換、DVD ビデオからの変換、

Web動画ダウンロード、DVD作成、DVDバックアップ、音声変換の 6大機能を

実現したオールイン・ワンソフトです。あらゆるメディアファイル変換を対応

した、まさに究極のソフトウェアです。動画、音楽、DVD、Web動画をファイ

ル形式の垣根を越えて、あらゆるプレーヤーで楽しめます！様々なビデオ形式

対応しており、特に iPhone 4 HD、iPhone・iPod・iPad用の動画を楽々変換で

きるので、高く評価されています。 

以下より「スーパーメディア変換！」の使用方法をご案内いたします。 

Part 1「スーパーメディア変換！」の概況 

Part 2 メディア変換手順 

Part 3 DVD作成手順 

Part 4 動画ダウンロード手順 

 

 

ここでは1から4までの操作手順と方法を解説します。 
 

Part 1「スーパーメディア変換！」の概況 

 

「スーパーメディア変換！」は動画変換、DVDビデオからの変換、Web動画ダ

ウンロード、DVD作成、DVDバックアップ、音声変換の 6大機能を実現したオ

ールイン・ワンソフトです。あらゆるメディアファイル変換を対応した、まさ

に究極のソフトウェアです。動画、音楽、DVD、Web動画をファイル形式の垣

根を越えて、あらゆるプレーヤーで楽しめます！様々なビデオ形式対応してお

り、特に iPhone 5などの iPhone・iPod・iPad用の動画を楽々変換できるので、



 

 3 / 16 
 

高く評価されています。 

 

ソフトを起動した後、下図のようなメインインターフェイスが表示されます。 

「スーパーメディア変換！」は 3種類のモードが用意されています。  

 

変換モード：DVD・動画・音楽をあらゆる動画・音楽形式に変換して保存する

ことができます。  

 

作成モード：DVDをコピーして、その他の DVDまたは PCに保存できます。動

画・音楽を DVDに焼くこともできます。  

 

ダウンロードモード：Youtube、ニコニコ動画などから、お気に入り動画 URL

を入力して一括ダウンロードが可能。 

 

 

 

                                                      先頭へ 

 

 

Part 2:メディア変換モード 

 2_1 ファイルを追加 

 2_2 動画を編集 

 2_3 出力形式を選択 

 2_4 変換開始 

  

2-1 変換ファイルの追加 
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変換モードでは、ローカル動画、DVDから動画・音楽を読み込めます。 メイ

ン画面に動画・音楽をドラッグするか、または「＋」ボタンを押すことで、フ

ァイルを読み込むことができます。 DVDをドライブに挿入すると、自動的に

検出されます。 

 

 
 

2-2 動画編集 

編集では、ファイルのトリミングやクロップ、回転、透かしをおこなったり、

エフェクトの調整を行うことができます。 

 

編集ボタンをクリックするか、編集メニューから「編集」コマンド(トリム、

調整、効果、透かし、字幕の何れか)を選択してください。 

 

これから、詳しく編集機能を紹介します。 

 

編集では、ファイルのトリミングやクロップ、回転、透かしをおこなったり、

エフェクトの調整を行うことができます。 

 

●トリム 

 

ビデオのトリムは、開始時間と終了時間を自由に選択できます。 

「トリムを追加」をクリックすると、トリムスライダーが現れます。 

ペアになっているスライダーをマウスで動かし、必要なシーンの始まりと終わ

りを設定してください。 

 

 ＊ 手動で開始時間と終了時間を設定できます。 
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操作ミスとかある場合は、「リセット」ボタンをクリックして、すべてをリセ

ットしてください。 

「OK」をクリックすると、トリム完了となります。 

 

●調整 

 

左のプレビュー画面にて、グリッドにマウスを重ね、 点線で囲まれている範

囲を調整すると右側のプレビューに拡大したシーンが表示されます。  

 

 

左 90度回転、右 90 度回転、水平反転、垂直反転など、簡単に画面を回転でき

ます。 

「部分拡大」ボタンをクリックすると、強調したい画面の一部を拡大表示でき

ます。 

 マウスを移動させることで拡大したい部分を選択しますか、または手動で拡
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大したい部分の幅や高を入力します。 

画面比率も調整できます。 

 「オリジナルサイズ」、「フルスクリーン」、「16:9」、「4:3」、「Letter 

Box」、「Pan and Scan」などあります。 

「全てに適用」をクリックすると、調整はすべてビデオに適用します。 

「OK」をクリックすると、調整完了となります。 

 

●ビデオエフェクト 

 

効果にはなし、バブル、四季、ミラー、古い映画、ビデオウォーター、レンズ

補正、雪の八種類があります。  

エフェクトは大量搭載しています。各エフェクトをクリックすると、リアルタ

イムでプレビュー表示となります。 

 

 

 

「全てに適用」をクリックすると、エフェクトはすべてビデオに適用します。 

「リセット」をクリックすると、初期状態に戻ります。 

「OK」をクリックすると、エフェクト設定完了となります。 

 

●透かし(ウォーターマーク) 

 

静止画や動画に図案や文字を写し込まれます。テキストを入力したい場合はテ

キストをチェックして、テキストボックスに文字を入力すれば透かしを入れる

ことができます。 

透かしの透明度も、単に透明度スライドを移動するだけで調整できます。 
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「全てに適用」をクリックすると、透かしはすべてビデオに適用します。 

「OK」をクリックすると、透かし追加完了となります。 

 

●字幕 

 

ビデオにコメントや注釈など、字幕を追加できます。  

字幕の入れ方について、手動で字幕を入力できません。動画などの字幕を載っ

ているファイルがある場合、入れると、自動的に動画に配置するものです。 

 

 

 

字幕検索機能も内蔵しますので、「字幕の検索」ボタンをクリックすると、簡

単に字幕の検索を行えます。 

字幕の透明度も、単に透明度スライドを移動するだけで調整できます。 

字幕のポジション（位置）も上、中、下に設定できるほか、手動でポジション

スライドを移動することで設定できます。 
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2-3 出力形式を選択 

変換したいファイルを選択した後、下部にある「出力形式欄」から、希望する

出力形式を選択してください。 

出力タグは六つあります。 

 

デバイス：iPhone5 や iPad miniなどのデバイスに対応する形式として出力 

編集する：iMovie、Final Cut Proや idvdなどの専門編集ツールに対応する

形式として出力 

 

HD＆3D：HD MOV、HD MP4、HD M4Vなどの HD形式として出力 

Webで共有する：YouTube、Facebook、Vimeoなどの web動画形式として出力 

ビデオ：MOV、MP4、WMV、AVIなどの汎用動画形式として出力 

音声：MP3、M4A、WAV などの音声形式として出力 

 

 
 

詳細設定 

出力変換に関する詳細設定はここで行えます。 

デフォルト設定 

「高品質」 

ファイルは高品質で出力されます。しかし、ファイルのサイズは大きくなりま

す。 

 

2-4 変換開始 

希望する変換形式を選択した後、右下隅にある「変換」ボタンをクリックする

だけで変換タスクが始まります。 
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＊バッチ変換にも対応しますが、効率最大化のため、同時に最大 2 個のファイ

ルの変換がお勧めです。 

＊変換完了後、「保存先を開く」をクリックすると、ファイルの出力フォルダ

ーが開かれ、ファイルの確認を行えます。 

                                                         先頭へ 

 

Part 3:DVD作成 

 3_1 DVD 作成 

 3_2 DVD コピー 

  

3-1 DVD作成 

 

作成モードには、DVD 作成と DVDコピーを選択できます。 左上隅にある DVD

作成タグを選択すると、DVD作成の画面に入ります。 

まず、動画ファイルや Web動画を読み込んで、下記の画面が表示されます。 
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ヒント：DVD作成モードでは、DVD、オーディオファイルが追加できません。 

画面の上部には、作成したい DVDのファイル名や DVD種類（DVDディスク、DVD

フォルダ、dvdmedia 及び ISOの 4種類）などを設定できます。 画面の下部で、

DVDタイプ「DVD5か DVD9（DVD DL）を選択できます。 

 

最後は各設定が終わったら、プレビューをします。 問題がなければ、「作成」

ボタンをクリックして、DVDの作成を開始します。 

 

3-2 DVDコピー 

 

DVDバックアップの操作方法です。 

 作成モードに入り、左上隅にある DVDコピータグを選択すると、DVDバック

アップの画面に入ります。 

「DVD バックアップ」の操作手順は下記の通りです。 

 

(1) DVDの読み込み 

左下隅にある「＋」追加ボタンで DVDを読み込みます 
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(2) 保存形式の指定。 

画面の上部には、バックアップしたい DVDのファイル名や DVD種類（DVDディ

スク、DVDフォルダ、dvdmedia及び ISOの 4種類）などを設定できます。 

 

 
 

また、このソフトには動画編集機能がついています。動画変換をする前に、ビ

デオ回転（左 90度回転、右 90度回転、水平反転、垂直反転）、エフェクト追

加などの動画編集もできます。 

                                                     先頭へ 
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Part 4:動画ダウンロード 

 

 4_1 Web 動画ダウンロード 

 4_2 Wi-Fi転送 

  

4-1 Web動画ダウンロード 

 

｢ダウンロード｣タブをクリックすると、ダウンロードモードに入ります。ウェ

ブ動画のダウンロード方法は下記のように三つあります。 

 

1.「ダウンロード」ボタンがウェブ動画の画面に表示された時に、そのボタン

をクリックします。 

 

2.ダウンロードしたい Youtube動画やその他の動画サイトの URLをコピーして

から、「URLをペースト」ボタンをクリックします。 

 

3.ダウンロードしたい Youtube動画やその他の動画サイトの URLをプログラム

のアイコンにドラッグ＆ドロップします。 

 

そうするだけで、動画の高速ダウンロードが自動的に開始します。 

 

 
 

4-2 Wi-Fi転送 

 

「スーパーメディア変換！」で変換されたビデオやダウンロードされたビデオ

は「Wi-Fi転送」機能でお持ちのデバイスに手軽に転送できます。   
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＊ 本機能を利用するには、Wi-Fiネットワークが必要とするので、最初に

Wi-Fiネットワークの動作を確認してください。 

 

1. ビデオがダウンロード完了後、右側にある「Wi-Fi転送」ボタンをクリッ

クします。 

 

 
 

2. QRコードをスキャンして、Wi-Fiでビデオの転送を開始させます。 
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接続方法について 

 

  ＊「どのように接続しますか？」をクリックします。 

  ＊現れたウィンドウから QRコードをスキャンしますか、または Google 

Playや APP Store から、「Wondershare Player」アプリをダウンロードしま

す。 
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  ＊デバイスにインストールされた「Wondershare Player」を起動します。 

 

 
 

  ＊「Wi-Fi転送」で QRコードを選択します。 
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  ＊QRコードをビューファインダーの真ん中に入れたことを確保すると、

自動的にスキャンします。 

 

 

                          先頭へ 

 

ヘルプ更新：2015 年 5 月 
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