
クリック!

難しい は

スクリプトなどの専門知識は必要ありません！

主な搭載アニメーション

インタラクティブなFlashもおまかせ!

●アニメーションは選ぶだけ
オブジェクトを動かすのに複雑な設定は一切不要。
あらかじめ用意された豊富なアニメーション効果の中から選ぶだけです。

●変数による条件分岐機能
オブジェクトの登場時やクリック時、ページの開始/終了時などのタ
イミングで、変数に値を設定、その値に従ってリンク先ページを変
更したり、オブジェクトの表示/非表示をコントロールできる条件分
岐が可能ですので、よりインタラクティブなFlashが作成できます。

●録画機能でかんたんに動きをつける
録画しながらマウスでオブジェクト
を移動すると、その軌跡がそのまま
アニメーションになります。設定メ
ニューにない効果を付ける時に便
利です。

●クリップ機能
作成したFlashは、動く素材(クリップ)として保存し、他のFlashで利用も可能。複数のク
リップ内から別のページへの移動も可能。複数のクリップを組み合わせて使えば、複雑なア
ニメーションも簡単に作成できます。

●セル画モード
指定した数のフレームを1コマとし、コ
マ単位で編集できます。隣接するコマ
のオブジェクトを重ねて表示できるの
で、前後の状態を参照しながら細かな
動きの指定が可能です。コマ送りアニ
メーションの制作に威力を発揮します。

●ロゴ文字機能
かんたんに金文字や3D文字、
影付き文字を作成できる「カス
タム ロゴ文字」機能を搭載し
ました。

●グラデーション機能
背景にグラデーションを指
定できるようになり、表現
力が向上しました。

●パーツパレットのフローティング化
素材を一覧表示したり、描画ツールの呼び出しに使用する
パーツパレットがフローティングパレットになりました。自
由な位置に表示しておけるので、デザイン画面を大きく使
用できます。

●クリップ素材を新収録
ランニングするキャラクタや回転するタイヤなど、あらかじ
めアニメーショ
ン効果が設定
済みの素材を
収録しました。

●テンプレートの作成が可能
ユーザーが独自にテンプレートを作成できるようになり
ました。同じようなFlashコンテンツを制作する際にテン
プレートを使用することによって、手早く、かんたんに作
成することができます。

●ウィザードのバリエーションもグンとアップ
新規作成ウィザードで選択できるテンプレートが、3種類→
7種類に増え、より
目的にあったテンプ
レートから選択でき
るようになりました。

使いやすさが更にアップ!

表現力がアップ!

登場/移動・動作/退場の

アニメーション74種類

　　　 フェードイン、現れる（ゆっくり、1文字ずつ多方向から、回転しながら、スピンしながら）、集まる（上から、
下から、左から、右から、上下から、左右から）、タイピング、重なる（左右から、多方向から）、登場（噴き出されるよ
うに、回り込むように）

　　　　　　ゆれる、ランダム、花火、花びら、直進、回転、半円移動、ローリング、サインカーブ、ジャンプ、グルグ
ル、ジグザグ、テレポート、波打つ、再生

　　　 フェードアウト、消えてゆく（上へ、下へ、左へ、右へ、上下へ、左右へ、左端から、右端から、1文字ずつ多方
向へ）、登場（吸い込まれるように、回り込むように）など

登場

退場

移動・動作
●ブラウザプレビュー機能
コマンドを選択するだけで自動的にWebブラウザが起動
し、作成中のFlashコンテンツが再生されるようになりま
した。いったんSWF形式で保存し、それをWebブラウザ
で開く必要がありません。

●スナップショット機能
プレビューの再生中に、スナップショット
(スクリーンショット)が撮れるようになり
ました。

●アップデータの自動確認機能
ヘルプメニューに追加した「ソフトウェアの更新を確認」コマ
ンドを実行すると、インターネット経由でアップデータがある
かどうかを自動的に確認することができます。

クリック!

その他、製品の詳細はWebサイトをご覧ください。
http://www.e-frontier.co.jp/motionmaker4/この作例をWebサイトで公開中!

http://www.e-frontier.co.jp/motionmaker4/

2 アニメーション効果を設定し、
登場や移動のタイミングを調整

アニメーションの完成 !
例えば、画像と文字の組み合わせ

文字が画面右端
から登場。

更に文字を追い越し
ながら地球が画面右
端から現れる。

文字と地球の下部に
別な文字が順々に現
れ始める。

それぞれの位置で
ストップする。

3 完 成 !1 イラスト等の素材を
ドラッグ＆ドロップ

パーツパレットからイラストや写真を編集ウィンドウに
ドラッグ＆ドロップします。
この時、素材を使う以外にも、自分で描いた絵や撮っ
た写真、入力した文字を使用することができます。

レイアウトしたイラストや文字に動きをつけるに
は、豊富なアニメーション効果の中から好きなも
のを選ぶだけです。「登場」「移動・動作」「退場」
のアニメーションをそれぞれ別々に選ぶことがで
きます。

表示時間や登場・移動のタイミングはマウス操
作でかんたんに調整することができます。

ド
ラ
ッ
グ
＆
ド
ロ
ッ
プ

ノートの端に描いたパラパラマンガの要領で、Flashが作れる !

現在のコマの前後の
オブジェクトを重ねて表示

1コマずつ送りながら編集

表示するコマの範囲を指定

スロットマシ
ンの

ようなランダ
ムな

結果!

スロットマシ
ンの

ようなランダ
ムな

結果!

スクリプトの知識一切不要! たったの 3STEPでアニメーションができあがる!スクリプトの知識一切不要! たったの 3STEPでアニメーションができあがる! 充実の機能群で、操作性と表現力の高さを両立!  思う存分Flashが楽しめる。充実の機能群で、操作性と表現力の高さを両立!  思う存分Flashが楽しめる。

FlashMaker、フラッシュメーカーは、
株式会社アイフォーの登録商標です。
Windowsの正式名称は、Microsoft 
Windows operating systemです。
Microsoft、Windowsは、米国
Microsoft Corporationの米国および
その他の国における登録商標です。
MacromediaおよびFlashは、
Macromedia,Inc.の米国およびその他
の国における登録商標または商標です。
その他、記載されている会社名、製品
名、サービス名は、それぞれ各社の登録
商標または商標です。
本カタログの画面写真は、実際の製品
の画面と細部に違いがあります。あらか
じめご了承ください。
© i4 CORPORATION 2006
© 2006 e frontier,Inc. All rights 
reserved.

お買い求めは：

本製品の仕様、価格などは改良のため予告なく変更する場合があります。（2006年7月） SP-00782

MotionMaker 4
for Windows
ガイドブック付き
税込標準価格：13,980円
JAN：4528992031810

MotionMaker 4
for Windows

税込標準価格：12,980円
JAN：4528992031780

サンプル素材を多数収録　パーツ600点以上 / クリップ20点 / 背景55点サンプル素材を多数収録　パーツ600点以上 / クリップ20点 / 背景55点

■対応ファイル形式
読み込み：bmp、jpg、gif、tif、          
　            png、wmf、wav、mp3
書き出し：swf、html＋swf

※「MotionMaker 4」は、(株)アイフォー製品
　「FlashMaker 3」の新バージョンです。
※本製品に紙のマニュアルは付属しておりません。
　ヘルプ形式のマニュアルを収録しています。

■動作環境
●コンピュータ本体：下記OSが動作する
パーソナルコンピュータ　●OS：Windows 
XP、Windows 2000（各日本語版）　●メ
モリ：本製品を使用するOSが快適に動作す
るメモリ　●ハードディスク：70MB以上の
空き容量　●解像度・カラー：1024×768
ドット  High Color（16ビット、65,536色）以上  
[True Color(24ビット、1,677万色)を推奨]
※インストール時にCD-ROMを読めるドライブが
必要です。
※ご利用にはOSの管理者権限が必要です。
※本製品にはアップロードする機能はありません。
※本製品にはフォントは付属していません。

MotionMaker 4
for Windows
アカデミックパッケージ
税込標準価格：7,980円
JAN：4528992031803

MotionMaker 4
for Windows
乗り換えパッケージ
税込標準価格；9,980円
JAN：4528992031797

COOLなFlashが
スイスイできる
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成することができます。

●ウィザードのバリエーションもグンとアップ
新規作成ウィザードで選択できるテンプレートが、3種類→
7種類に増え、より
目的にあったテンプ
レートから選択でき
るようになりました。

使いやすさが更にアップ!

表現力がアップ!

登場/移動・動作/退場の

アニメーション74種類

　　　 フェードイン、現れる（ゆっくり、1文字ずつ多方向から、回転しながら、スピンしながら）、集まる（上から、
下から、左から、右から、上下から、左右から）、タイピング、重なる（左右から、多方向から）、登場（噴き出されるよ
うに、回り込むように）

　　　　　　ゆれる、ランダム、花火、花びら、直進、回転、半円移動、ローリング、サインカーブ、ジャンプ、グルグ
ル、ジグザグ、テレポート、波打つ、再生

　　　 フェードアウト、消えてゆく（上へ、下へ、左へ、右へ、上下へ、左右へ、左端から、右端から、1文字ずつ多方
向へ）、登場（吸い込まれるように、回り込むように）など

登場

退場

移動・動作
●ブラウザプレビュー機能
コマンドを選択するだけで自動的にWebブラウザが起動
し、作成中のFlashコンテンツが再生されるようになりま
した。いったんSWF形式で保存し、それをWebブラウザ
で開く必要がありません。

●スナップショット機能
プレビューの再生中に、スナップショット
(スクリーンショット)が撮れるようになり
ました。

●アップデータの自動確認機能
ヘルプメニューに追加した「ソフトウェアの更新を確認」コマ
ンドを実行すると、インターネット経由でアップデータがある
かどうかを自動的に確認することができます。

クリック!

その他、製品の詳細はWebサイトをご覧ください。
http://www.e-frontier.co.jp/motionmaker4/この作例をWebサイトで公開中!

http://www.e-frontier.co.jp/motionmaker4/

2 アニメーション効果を設定し、
登場や移動のタイミングを調整

アニメーションの完成 !
例えば、画像と文字の組み合わせ

文字が画面右端
から登場。

更に文字を追い越し
ながら地球が画面右
端から現れる。

文字と地球の下部に
別な文字が順々に現
れ始める。

それぞれの位置で
ストップする。

3 完 成 !1 イラスト等の素材を
ドラッグ＆ドロップ

パーツパレットからイラストや写真を編集ウィンドウに
ドラッグ＆ドロップします。
この時、素材を使う以外にも、自分で描いた絵や撮っ
た写真、入力した文字を使用することができます。

レイアウトしたイラストや文字に動きをつけるに
は、豊富なアニメーション効果の中から好きなも
のを選ぶだけです。「登場」「移動・動作」「退場」
のアニメーションをそれぞれ別々に選ぶことがで
きます。

表示時間や登場・移動のタイミングはマウス操
作でかんたんに調整することができます。

ド
ラ
ッ
グ
＆
ド
ロ
ッ
プ

ノートの端に描いたパラパラマンガの要領で、Flashが作れる !

現在のコマの前後の
オブジェクトを重ねて表示

1コマずつ送りながら編集

表示するコマの範囲を指定

スロットマシ
ンの

ようなランダ
ムな

結果!

スロットマシ
ンの

ようなランダ
ムな

結果!

スクリプトの知識一切不要! たったの 3STEPでアニメーションができあがる!スクリプトの知識一切不要! たったの 3STEPでアニメーションができあがる! 充実の機能群で、操作性と表現力の高さを両立!  思う存分Flashが楽しめる。充実の機能群で、操作性と表現力の高さを両立!  思う存分Flashが楽しめる。

FlashMaker、フラッシュメーカーは、
株式会社アイフォーの登録商標です。
Windowsの正式名称は、Microsoft 
Windows operating systemです。
Microsoft、Windowsは、米国
Microsoft Corporationの米国および
その他の国における登録商標です。
MacromediaおよびFlashは、
Macromedia,Inc.の米国およびその他
の国における登録商標または商標です。
その他、記載されている会社名、製品
名、サービス名は、それぞれ各社の登録
商標または商標です。
本カタログの画面写真は、実際の製品
の画面と細部に違いがあります。あらか
じめご了承ください。
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© 2006 e frontier,Inc. All rights 
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　「FlashMaker 3」の新バージョンです。
※本製品に紙のマニュアルは付属しておりません。
　ヘルプ形式のマニュアルを収録しています。
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※インストール時にCD-ROMを読めるドライブが
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※ご利用にはOSの管理者権限が必要です。
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