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株式会社インターネット（代表取締役：村上昇）は、2009年2月20日（金）に、ニコニコ動画公式ムービー作成ツール
『ニコニコ ムービー メーカー（動画）』を発売させていただきます。

　� □ソフトウェア名　　： ニコニコ ムービー メーカー（動画）発売記念キャンペーン版
　� □限定数量　　　　　： 1,000本限定
　� □キャンペーン価格　： 8,800円（税込：9,240円）
　� □発売予定日　　　　： 2009年2月20日（金）
  � □商品構成　　　　　： インストールCD-ROM
� � � � インストール&簡単操作ガイド（冊子）、ユーザーズマニュアル（PDF）
  � ※通常版との違い
  　� 　高品位なおよそ170種類のサウンド素材を収録しています。

　
　� □ソフトウェア名　　： ニコニコ ムービー メーカー（動画）
　� □標準価格　　　　　： 11,000円（税込：11,550円）
　� □発売予定日　　　　： キャンペーン版出荷終了後発売
  � □商品構成　　　　　： インストールCD-ROM
  　　　　　　　　　　　 � インストール&簡単操作ガイド（冊子）、ユーザーズマニュアル（PDF）

� □ソフトウェア名　　： ニコニコ ムービー メーカー（動画）【ダウンロード版】
� □ダウンロード価格　： 7,500円（税込：7,875円）
　� □発売予定日　　　　： 2009年2月20日（金）
　� □商品構成　　　　　： インストールプログラム
  � 　　　　　　　　　　　 簡単操作ガイド／ユーザーズマニュアル（PDF）
　� ※パッケージ版との違い
　　� 　・キャンペーン版に収録のサウンド素材は収録していません。
　� 　・マニュアルは全てPDFマニュアルとなります。

� □商品の詳細� � � ：　http://www.ssw.co.jp/products/nmm/
　　　　　　　�� � � 　　※ダウンロード版はこちらよりご購入いただけます。

� □パッケージ・画面画像データ�：　http://www.ssw.co.jp/press/index.html
　　　　　　　　　　　　　　　�� 　　上記よりダウンロードいただけます

　
■　商品概要　■
　
ニコニコムービーメーカー（動画）は、クリエーターのこだわりに応るべく、パワフルで見ごたえも聴きごたえもたっぷ
りな表現力溢れる動画作品創りが行えます。
完成作品は、ニコニコ動画へ直接アップロードや動画ファイルに出力して視聴など様々な方法で楽しめます。
映像トラック×2、音声トラック×256を装備。
映像・音声エフェクトを多数収録しながらも、編集・加工などの基本操作は、一つのエディタでマウス操作で直感的に行
えるシンプル設計。動画・静止画・音声素材をスムーズに探し、各種編集・加工作業はカット&トライで作品が創れます。
映像や音声エフェクトはカスタマイズも行え、さらにこだわりの演出も可能です。
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□音声エフェクト
リバーブ、コーラス、ディレイ、コンプレッサー、ディストーション、ハイパ
ス／ローパスフィルタ、EQ、ピッチシフト、タイムコンプレッションなど19種
類のエフェクトを装備。搭載するミキサーでボリューム、パンなどミキシング
も可能です。

■リアルタイム編集

作成中の動画を再生しながら、各種素材・エフェクトの配置や再配置、テキス
トデータの入力や各種編集・加工が行えます。指定範囲をループ（連続）再生
しながらデータの修正などカット&トライで作品が作成できます。

■発表する

□ニコニコ動画にダイレクトにアップロード
完成した動画作品は、H.264 mp4形式でニコニコムービーメーカー（動画）か
ら直接アップロードできます。（静止画だけで作成した作品はswf形式でアッ
プロード）
ステレオ、モノラル、ビットレートなどの設定や、タイトル、説明文などニコ
ニコ動画の登録フォームに合わせた設定が行えます。
□動画ファイルにも保存可能
　保存ファイル形式　
　○プロジェクトファイル：.nmm
　○動画ファイル：.wmv

■シンプルで直感的なユーザーインターフェース

基本的な編集は、ひとつのウィンドウでマウス操作中心に行えるシンプルで直感的なユーザーインターフェースです。

■ニコニコ動画とは

株式会社ニワンゴが提供する動画コミュニティサービスです。
利用者が自由に動画を配信できるほか、動画上に視聴者が投稿したコメントを表示することもできます。

■動作環境

○対応OS� ：Windows Vista／XP　※64bit版のWindows Vista／XPは非対応
○CPU�� ：Intel Pentium（推奨）および互換プロセッサ／2.2GHz以上（推奨：Core2Duo）
○メモリ� ：Vistaの場合 ：1GB以上（推奨：2GB以上）
　　　　　� 　XPの場合　　：512MB以上（推奨：1GB以上）
○ディスプレイ解像度：1024×768ドット以上/ True Color（32ビット）
○Windows Media Player 10以降が必要
○使用するフォーマットに対応したオーディオインターフェース
○インストールに必要なハードディスク空き容量：370MB以上

※記載の動作環境を満たすすべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
※互換プロセッサそのものの互換性に関しては、保証いたしかねます。
※製品改良のため、一部仕様は予告なしに変更される場合もあります。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ登録商標です。
※その他の記載されてる各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

�
　
■　商品特徴　■

○ ニコニコ動画公式ムービー作成ツール
○ 映像トラック×2、映像のエフェクトも多数収録し、見ごたえたっぷりの映像が作成可能
○ 音声トラック×256、音声エフェクトを収録し、こだわりのサウンドトラックが作成可能
○ シンプルなユーザーインターフェース、3ステップで動画作成からアップロードまでが可能
○ 作成中の動画を再生しながらの素材配置やエフェクト、各種編集・加工が可能
○ H.264 mp4形式の高品位な画質でソフトから直接ニコニコ動画へ登録可能

 
■　無償版との違い　■
 
○ 映像トラック×2トラック、音声トラック×256を装備します
○ 動画素材が扱えます
○ 動画を録画できます
○ 映像エフェクトを多数収録しています
○ 音声エフェクトを多数収録しています
○ H.264 mp4形式でニコニコ動画にアップロードできます
○ WMVファイルでも動画作品を保存できます

■　ソフトウェアの詳細　■

わずか3ステップで、パワフルな動画作品の作成からニコニコ
動画へのアップロードが可能です。

■素材を選ぶ

動画素材、静止画素材、音声素材はサムネイルやプレビューで
スピーディに確認し使用する素材を選べます。
パソコンに動画キャプチャーデバイス（※1）をつないで映像の録
画やマイクをつないで音声の録音（※2）も行えます。
□使用できる素材
○動画：AVI（*.avi）、MPEG（*.mpg/*.mpeg）、WMV（*.wmv）
　　　　ASF（*.asf）、Flash Videos（*.flv）
　　　　MPEG-2（*.m2t/*.ts/*.m2p/*.vob/*.vod/*.mts）
　　　　3GPP（*.3gp）、3GPP2（*.3g2）
　　　※ ただし、コーデックによっては、再生できないもの
　　　　 があります。
○静止画：BMP（*.bmp）、JPEG（*.jpg/*.jpeg）
○音声：.wav/.mp3/.m4a/.wma
（※1）WebカメラなどDirectShow対応の動画キャプチャーデバイス。
（※2）範囲指定内でループ（連続）録音も可能。

■動画作品を創る

様々な編集・加工機能や映像エフェクト、音声エフェクトを使い、映像・音声をそれぞれ編集し、動画が作成できます。
映像エフェクトはおよそ30種類の特殊効果と、およそ140種類の切り替え効果のエフェクトテンプレートをプリセット。効
果の調整やオリジナルテンプレートを作成し、こだわりの効果を付けることも可能です。
音声エフェクトは、サウンド編集ソフトさながらの19種類のエフェクトやミキサーを装備し、細部にまでこだわったサウ
ンドトラックを作成できます。
□映像エフェクト
○特殊効果
　ズームイン／アウト、回転、グレイ、セピア、ポスタライズ、レントゲン調、輝度調整、特定色へのフェードイン／ア
ウトなど約30種類のテンプレートをプリセット。カスタマイズも可能。
○切り替えエフェクト
　アニメワイプ、色々なアルファワイプ、ディゾルブ、輝度ミックス、透過、
　ピクチャーインピクチャー、3D切り替えな　ど約140種類のテンプレートをプリセット。
　カスタマイズも可能。
□テキスト入力
タイトルやコメント、キャプション、エンドロールなどとして同時に10行までのテキスト文字
の入力・表示が可能。フェードイン・アウトや縦・横スクロール、袋文字や色指定などの効果
を付けることも可能です。
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　　　　　� 　XPの場合　　：512MB以上（推奨：1GB以上）
○ディスプレイ解像度：1024×768ドット以上/ True Color（32ビット）
○Windows Media Player 10以降が必要
○使用するフォーマットに対応したオーディオインターフェース
○インストールに必要なハードディスク空き容量：370MB以上

※記載の動作環境を満たすすべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
※互換プロセッサそのものの互換性に関しては、保証いたしかねます。
※製品改良のため、一部仕様は予告なしに変更される場合もあります。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ登録商標です。
※その他の記載されてる各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
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株式会社インターネット（代表取締役：村上昇）は、2009年2月20日（金）に、ニコニコ動画公式ムービー作成ツール
『ニコニコ ムービー メーカー（動画）』を発売させていただきます。

　� □ソフトウェア名　　： ニコニコ ムービー メーカー（動画）発売記念キャンペーン版
　� □限定数量　　　　　： 1,000本限定
　� □キャンペーン価格　： 8,800円（税込：9,240円）
　� □発売予定日　　　　： 2009年2月20日（金）
  � □商品構成　　　　　： インストールCD-ROM
� � � � インストール&簡単操作ガイド（冊子）、ユーザーズマニュアル（PDF）
  � ※通常版との違い
  　� 　高品位なおよそ170種類のサウンド素材を収録しています。

　
　� □ソフトウェア名　　： ニコニコ ムービー メーカー（動画）
　� □標準価格　　　　　： 11,000円（税込：11,550円）
　� □発売予定日　　　　： キャンペーン版出荷終了後発売
  � □商品構成　　　　　： インストールCD-ROM
  　　　　　　　　　　　 � インストール&簡単操作ガイド（冊子）、ユーザーズマニュアル（PDF）

� □ソフトウェア名　　： ニコニコ ムービー メーカー（動画）【ダウンロード版】
� □ダウンロード価格　： 7,500円（税込：7,875円）
　� □発売予定日　　　　： 2009年2月20日（金）
　� □商品構成　　　　　： インストールプログラム
  � 　　　　　　　　　　　 簡単操作ガイド／ユーザーズマニュアル（PDF）
　� ※パッケージ版との違い
　　� 　・キャンペーン版に収録のサウンド素材は収録していません。
　� 　・マニュアルは全てPDFマニュアルとなります。

� □商品の詳細� � � ：　http://www.ssw.co.jp/products/nmm/
　　　　　　　�� � � 　　※ダウンロード版はこちらよりご購入いただけます。

� □パッケージ・画面画像データ�：　http://www.ssw.co.jp/press/index.html
　　　　　　　　　　　　　　　�� 　　上記よりダウンロードいただけます

　
■　商品概要　■
　
ニコニコムービーメーカー（動画）は、クリエーターのこだわりに応るべく、パワフルで見ごたえも聴きごたえもたっぷ
りな表現力溢れる動画作品創りが行えます。
完成作品は、ニコニコ動画へ直接アップロードや動画ファイルに出力して視聴など様々な方法で楽しめます。
映像トラック×2、音声トラック×256を装備。
映像・音声エフェクトを多数収録しながらも、編集・加工などの基本操作は、一つのエディタでマウス操作で直感的に行
えるシンプル設計。動画・静止画・音声素材をスムーズに探し、各種編集・加工作業はカット&トライで作品が創れます。
映像や音声エフェクトはカスタマイズも行え、さらにこだわりの演出も可能です。

�

�
　
■　商品特徴　■

○ ニコニコ動画公式ムービー作成ツール
○ 映像トラック×2、映像のエフェクトも多数収録し、見ごたえたっぷりの映像が作成可能
○ 音声トラック×256、音声エフェクトを収録し、こだわりのサウンドトラックが作成可能
○ シンプルなユーザーインターフェース、3ステップで動画作成からアップロードまでが可能
○ 作成中の動画を再生しながらの素材配置やエフェクト、各種編集・加工が可能
○ H.264 mp4形式の高品位な画質でソフトから直接ニコニコ動画へ登録可能

 
■　無償版との違い　■
 
○ 映像トラック×2トラック、音声トラック×256を装備します
○ 動画素材が扱えます
○ 動画を録画できます
○ 映像エフェクトを多数収録しています
○ 音声エフェクトを多数収録しています
○ H.264 mp4形式でニコニコ動画にアップロードできます
○ WMVファイルでも動画作品を保存できます

■　ソフトウェアの詳細　■

わずか3ステップで、パワフルな動画作品の作成からニコニコ
動画へのアップロードが可能です。

■素材を選ぶ

動画素材、静止画素材、音声素材はサムネイルやプレビューで
スピーディに確認し使用する素材を選べます。
パソコンに動画キャプチャーデバイス（※1）をつないで映像の録
画やマイクをつないで音声の録音（※2）も行えます。
□使用できる素材
○動画：AVI（*.avi）、MPEG（*.mpg/*.mpeg）、WMV（*.wmv）
　　　　ASF（*.asf）、Flash Videos（*.flv）
　　　　MPEG-2（*.m2t/*.ts/*.m2p/*.vob/*.vod/*.mts）
　　　　3GPP（*.3gp）、3GPP2（*.3g2）
　　　※ ただし、コーデックによっては、再生できないもの
　　　　 があります。
○静止画：BMP（*.bmp）、JPEG（*.jpg/*.jpeg）
○音声：.wav/.mp3/.m4a/.wma
（※1）WebカメラなどDirectShow対応の動画キャプチャーデバイス。
（※2）範囲指定内でループ（連続）録音も可能。

■動画作品を創る

様々な編集・加工機能や映像エフェクト、音声エフェクトを使い、映像・音声をそれぞれ編集し、動画が作成できます。
映像エフェクトはおよそ30種類の特殊効果と、およそ140種類の切り替え効果のエフェクトテンプレートをプリセット。効
果の調整やオリジナルテンプレートを作成し、こだわりの効果を付けることも可能です。
音声エフェクトは、サウンド編集ソフトさながらの19種類のエフェクトやミキサーを装備し、細部にまでこだわったサウ
ンドトラックを作成できます。
□映像エフェクト
○特殊効果
　ズームイン／アウト、回転、グレイ、セピア、ポスタライズ、レントゲン調、輝度調整、特定色へのフェードイン／ア
ウトなど約30種類のテンプレートをプリセット。カスタマイズも可能。
○切り替えエフェクト
　アニメワイプ、色々なアルファワイプ、ディゾルブ、輝度ミックス、透過、
　ピクチャーインピクチャー、3D切り替えな　ど約140種類のテンプレートをプリセット。
　カスタマイズも可能。
□テキスト入力
タイトルやコメント、キャプション、エンドロールなどとして同時に10行までのテキスト文字
の入力・表示が可能。フェードイン・アウトや縦・横スクロール、袋文字や色指定などの効果
を付けることも可能です。

�読者様ほか一般の方からのお問合せ先

�株式会社インターネット
�〒550-0014
�大阪市西区北堀江2-2-25
�TEL 06-6539-1941／FAX 06-6539-0622
 お問い合わせ　http://www.ssw.co.jp/q/
�URL http://www.ssw.co.jp/
�

　　　　　　報道関係様のお問合せ先

株式会社インターネット／営業部　
担当：穐山（あきやま）
〒550-0014
大阪市西区北堀江2-2-25
TEL 06-6539-1941／FAX 06-6539-0622
E-mail：akiyama@ssw.co.jp
URL http://www.ssw.co.jp/

�
　
□音声エフェクト
リバーブ、コーラス、ディレイ、コンプレッサー、ディストーション、ハイパ
ス／ローパスフィルタ、EQ、ピッチシフト、タイムコンプレッションなど19種
類のエフェクトを装備。搭載するミキサーでボリューム、パンなどミキシング
も可能です。

■リアルタイム編集

作成中の動画を再生しながら、各種素材・エフェクトの配置や再配置、テキス
トデータの入力や各種編集・加工が行えます。指定範囲をループ（連続）再生
しながらデータの修正などカット&トライで作品が作成できます。

■発表する

□ニコニコ動画にダイレクトにアップロード
完成した動画作品は、H.264 mp4形式でニコニコムービーメーカー（動画）か
ら直接アップロードできます。（静止画だけで作成した作品はswf形式でアッ
プロード）
ステレオ、モノラル、ビットレートなどの設定や、タイトル、説明文などニコ
ニコ動画の登録フォームに合わせた設定が行えます。
□動画ファイルにも保存可能
　保存ファイル形式　
　○プロジェクトファイル：.nmm
　○動画ファイル：.wmv

■シンプルで直感的なユーザーインターフェース

基本的な編集は、ひとつのウィンドウでマウス操作中心に行えるシンプルで直感的なユーザーインターフェースです。

■ニコニコ動画とは

株式会社ニワンゴが提供する動画コミュニティサービスです。
利用者が自由に動画を配信できるほか、動画上に視聴者が投稿したコメントを表示することもできます。

■動作環境

○対応OS� ：Windows Vista／XP　※64bit版のWindows Vista／XPは非対応
○CPU�� ：Intel Pentium（推奨）および互換プロセッサ／2.2GHz以上（推奨：Core2Duo）
○メモリ� ：Vistaの場合 ：1GB以上（推奨：2GB以上）
　　　　　� 　XPの場合　　：512MB以上（推奨：1GB以上）
○ディスプレイ解像度：1024×768ドット以上/ True Color（32ビット）
○Windows Media Player 10以降が必要
○使用するフォーマットに対応したオーディオインターフェース
○インストールに必要なハードディスク空き容量：370MB以上

※記載の動作環境を満たすすべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。
※互換プロセッサそのものの互換性に関しては、保証いたしかねます。
※製品改良のため、一部仕様は予告なしに変更される場合もあります。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ登録商標です。
※その他の記載されてる各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。


