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らくらく印刷
写真アルバム作成6 LE



デスクトップショートカットからの起動

「デジカメ写真管理プレミアム＋アルバムパック」のインストールが正常に完了しますと、
デスクトップに下の様なショートカットアイコンができます。
「らくらく印刷写真アルバム作成6 LE」のショートカットアイコンをダブルクリックをすると、ソフトが起動します。

←らくらく印刷写真アルバム作成6 LE
　ショートカットアイコン

スタートメニューからの起動（Windows 10 / 7）

Windows 10の場合、タスクバーの左下の　　　  ボタンをクリックして、
「D」→「De-Net」とたどって｢らくらく印刷写真アルバム作成6 LE」 をクリックしますと、
本ソフトが起動します。

Windows 7の場合、　　   ボタンをクリックして「すべてのプログラム」→「De-Net」→
｢デジカメ写真管理プレミアム＋アルバムパック」とたどって
「らくらく印刷写真アルバム作成6 LE｣ をクリックしますと、本ソフトが起動します。

[らくらく印刷写真アルバム作成6 LE]
をクリック！

←デジカメ写真管理プレミアム
　ショートカットアイコン

※操作方法は、別冊の操作説明書を
　ご覧ください。

「らくらく印刷写真アルバム作成 6 LE」の起動方法

「らくらく印刷写真アルバム作成6 LE」の起動方法 らくらく印刷写真アルバム作成6 LE1



スタート画面（W indows  8 . 1）からの起動

Windows 8.1の場合、画面左下の　　　　ボタンをクリックします。

スタート画面が表示されますので、　　ボタンをクリックして、

「De-Net」→｢らくらく印刷写真アルバム作成6 LE」をクリックしますと、

本ソフトが起動します。

「らくらく印刷写真アルバム作成6LE」の
  アイコンをクリックして起動！

「らくらく印刷写真アルバム作成 6 LE」の起動方法
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「らくらく印刷写真アルバム作成6 LE」のオンラインマニュアルをwebでご覧いただけます。

本書では、アルバムを作成する基本的な操作をご案内していますが、オンラインマニュアルは、

本書に掲載されていない操作方法やよくあるお問い合わせなどもご案内しています。

※オンラインマニュアルをご覧になるには、インターネット環境が必要です。

「らくらく印刷写真アルバム作成6 LE」デザイン画面

「情報」メニューから
「オンラインマニュアル」を選択して
  オンラインマニュアルを表示！

オンラインマニュアルについて

オンラインマニュアルについて らくらく印刷写真アルバム作成6 LE3



思い出のデジカメ写真もかんたん整理

素敵なアルバムを作成しよう！素敵なアルバムを作成しよう！

旅行の思い出

ハガキ

行事アルバムサムネイル

写真プリント
日付やコメントを入れて印刷

手作業でアルバムを作るのは手間と
費用がかかります。
本ソフトなら直感的に写真を貼り付け
て、自由に配置！
写真の切り抜きやコメント挿入、収録イ
ラスト素材を配置することもできます。
パソコン初心者でも思い出のつまった
アルバムを作ることができます。

写真の貼り付けや
切り抜きがらくらく!

デザイン
テンプレート

芦ノ湖と富士山

初心者でも安心!初心者でも安心!

ページ毎に、レイ
アウトやデザイン
が異なるデザイン
テンプレートを収
録。写真をはめ込
むだけで完成！

自動配置
テンプレート

予め配置が決まっ
ている配置テンプ
レートと写真と背
景画像を選ぶだけ
ですぐにアルバム
が完成！

卒園アルバム
テンプレート

実際に卒園アルバム
を作成したデザイ
ナーが監修したテン
プレートを無料で配
布しています！

デザインが苦手な方や、
どのようにアルバムを
作成していいか悩む方でも安心 !

デザインが苦手な方や、
どのようにアルバムを
作成していいか悩む方でも安心 !

かんたんな写真加工機能かんたんな写真加工機能

大切なデジカメ写真やパソコンに保存されている
画像を使用したオリジナルアルバムの作成・印刷ソフトです。
写真サイズに日付やコメントを入れて印刷したり、
アルバムにまとめて印刷できます。

アルバムに取込んだ写真を図形で
切り抜いたりフチをぼかすことや
影をつけることができます。
また、トリミングや写真の撮影日付
を印字することも可能。

ささっと作成 !ささっと作成 !

日付表示

ソフトウェアの概要

ソフトウェアの概要らくらく印刷写真アルバム作成6 LE 4



白紙の上に、写真・文字・収録素材を貼り付けるように配置してアルバムを作成します。

1 「はじめから」ボタンをクリックする

用紙サイズを選択する

アルバムに使用する写真を選ぶ

デザイン画面の写真一覧に写真を読み込む（任意）

写真をレイアウトする

収録されている素材を配置する

文字を配置する

アルバムを保存する 

アルバムを印刷する

………………………… 6ページ
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例：A4用紙・横方向

白紙から写真アルバムを作成する

写真アルバムを作成する

写真アルバムを作成する5 らくらく印刷写真アルバム作成6 LE



「らくらく印刷写真アルバム作成6 LE」を
起動します。
（起動方法は、1～2ページをご覧ください）

「はじめから」ボタンをクリックします。

「はじめから」ボタンをクリックする1

「はじめから」ボタンをクリック！

1
2

用紙サイズを選択する2

　　用紙のサイズと用紙の向きを選択します。

　　「次へ進む」ボタンをクリックします。

※該当する用紙サイズがない場合は、
　「自分でサイズを設定する」ボタンを
　クリックして用紙設定をおこなってください。

1
用紙サイズと用紙の向きを選択！
（例：A4サイズ　横）　

2「次へ進む」ボタンをクリック！

写真アルバムを作成する

写真アルバムを作成するらくらく印刷写真アルバム作成6 LE 6



アルバムに使用する写真を選ぶ3

「デジカメ写真管理プレミアム」
「プリントリスト」「フォルダー」ボタンを
クリックすると、デザイン画面の写真一覧
（右下図）に、写真が読み込まれます。

ここでは、「写真を選択しない」ボタンを
クリックして次に進みます。

読込可能な画像形式：BMP / JPG / PMG /EMF

※「デジカメ写真管理プレミアム」「プリントリスト」
　「フォルダー」ボタンをクリックした場合の
　操作方法は、オンラインマニュアル（閲覧方法は
　3ページ）をご覧ください。

　

※「デジカメ写真管理プレミアム」ボタンをクリック
　した場合の操作方法は、21ページをご覧ください。

　

例：「写真を選択しない」ボタン
　　をクリック！

デザイン画面が表示されます。
写真一覧に写真を読み込むと、ドラッグで
写真を配置する操作性が向上します。

写真一覧に写真を読み込む場合、
「写真を追加」ボタンをクリックします。

ここでは、「フォルダー」を選択します。

写真一覧

  <例>
「フォルダー」ボタン
  をクリック！

「写真を追加」ボタンをクリック！
デザイン画面の写真一覧に写真を読み込む（任意）4

写真アルバムを作成する7 らくらく印刷写真アルバム作成6 LE

写真アルバムを作成する



「開く」画面が表示されます。

写真一覧に写真が追加されます。

1

2

3

開く ボタンを
クリック！ 3

使用する写真を
選択！ 2

保存先を選択！ 1

　　写真を保存しているフォルダーの場所を
　　指定して表示します。

　　取り込む写真を選択します。
　　フォルダー内の全ての写真を追加したい
　　場合は、キーボードの[Ctrl]+[Ａ]キーを
　　押すと、全てのファイルを選択できます。
　　また、キーボードの[Ctrl]キーを押しなが
　　ら写真をクリックしても複数のファイル
　　を選択できます。

　　 開く ボタンをクリックします。

写真一覧に写真が追加されます

写真をレイアウトする5

写真一覧から、用紙に配置したい写真を1枚
選択してドラッグ※すると、
編集エリアに写真が配置されます。

また、写真一覧からではなく、保存場所から
ドラッグして写真を配置することもできます。

※ドラッグ
　写真の上を左クリックしたままマウスを
　移動して、移動先でマウスボタンを離します。

ドラッグして写真を配置！

写真アルバムを作成する

写真アルバムを作成するらくらく印刷写真アルバム作成6 LE 8



編集エリアの表示サイズを変更する

memo

配置した写真が大きく表示された場合など、
「表示倍率」をクリックして、
作業しやすい表示サイズに変更できます。

「表示倍率」をクリックして
  表示倍率を選択！

memo

1

2

「画像」ボタンをクリックすると、
編集エリアの左上に
画像を読み込む枠が配置されます。

枠内をダブルクリックして、
画像を読み込みます。
読込可能な画像形式は、
BMP / JPG / PMG /EMFです。 

ボタンから写真を読み込む場合

ボタンをクリック！
1

枠内をダブルクリック！

2

ダブルクリックして画像を選択

写真が配置されましたら、写真のサイズと
位置を調整します。

写真のサイズと位置を調整！

写真の上をクリックしたままマウスを移動
します。

写真の位置を変更

□（四角）にマウス
カーソルを合わせて、
クリックしたまま
マウスを移動します。

写真サイズを変更

写真
写真

同様に複数枚の写真を配置！

写真アルバムを作成する

写真アルバムを作成する9 らくらく印刷写真アルバム作成6 LE



memo

写真は、回転・ぼかし・枠をつける・日付を表示、
ドロップシャドウ・切り抜き・トリミングなどができます。
写真を右クリックすると、メニューが表示されますので
適用したい内容を選択してください。

※「回転」ボタンや「トリミング」ボタンから操作する
　場合は、操作が終わった後、再度ボタンをクリックして
　解除を行ってください。

オンラインマニュアルに、詳しくご案内しております。
（閲覧方法は3ページ）

写真をアレンジする

日付表示

収録されている素材を配置する6

<収録されている装飾素材を配置する場合>

1

2

「素材」ボタンをクリックします。

編集エリアの左上に、装飾素材の枠が
作成されます。
枠内をダブルクリックします。

1

3

2

ボタンをクリック！ 1

枠内をダブルクリック！

2

ダブルクリックして装飾素材を選択

[スタンプ] [テープ] [吹き出し] [フレーム]
 [背景] [表紙]のタブをクリックすると、
カテゴリーごとに収録素材が表示されます。

配置する素材を選択します。

ＯＫ ボタンをクリックします。

例：「スタンプ」タブをクリック！ 1

素材を選択！
2

3
OK ボタンを
クリック！

写真アルバムを作成する

写真アルバムを作成するらくらく印刷写真アルバム作成6 LE 10



素材が配置されました

素材が配置されましたら、素材のサイズと
位置を調整します。

「素材の縦横比を保持・保持しない」
「重なり順を変更する」
　→12ページのMEMOをご覧ください。

素材の上をクリックしたままマウスを移動
します。

素材の位置を変更

□（四角）にマウス
カーソルを合わせて、
クリックしたまま
マウスを移動します。

素材サイズを変更

同様に他の場所にも素材を配置！

背景素材を配置

素材のサイズと位置を調整！

写真アルバムを作成する

写真アルバムを作成する11 らくらく印刷写真アルバム作成6 LE



memo

素材の縦横比を保持したい場合は、
素材の上を右クリックします。
「サイズ変更は素材の縦横比に合わせて行う」
にチェックが入っていない場合は、選択して
チェックを入れます。

縦横比を保持する・保持しない

memo

配置した写真、文字、素材、図形などのオブジェクトは、重なりの順番を変更することができます。

重なり順を変更する

1

2

素材の上を右クリック！

「サイズ変更は素材の縦横比に合わせて行う」に
チェックが入っていれば、縦横比が保持されます。

配置した背景素材を選択！

1

ボタンを

2クリック！

背景素材が最背面に配置されました

前面にあるオブジェクトを選択します。

「背面に」ボタンをクリックすると、
1つ背面に移動します。ボタンをクリックするごとに、
1つずつ背面に移動します。

写真アルバムを作成する

写真アルバムを作成するらくらく印刷写真アルバム作成6 LE 12



文字を配置する7

1

2

「テキスト」ボタンをクリックします。

編集エリアの左上に、テキストの枠が
作成されます。
枠内をダブルクリックします。

1

3

2

ボタンをクリック！ 1

枠内をダブルクリック！

2

ダブルクリックしてテキストを入力

テキストを入力します。

フォント設定、配置の設定をします。
フォントの種類、文字サイズを変更する
場合は、変更 ボタンをクリックして設定
します。

設定が終わりましたら、
ＯＫ ボタンをクリックします。

「テキストオブジェクトのプロパティ」画面が
表示されます。

文字が配置されました

銀閣寺

3
OK ボタンを
クリック！

テキストを入力！
1

フォント、
配置等を設定！ 2

写真アルバムを作成する

写真アルバムを作成する13 らくらく印刷写真アルバム作成6 LE



文字が配置されましたら、文字枠サイズと
位置を調整します。

文字枠サイズと位置を調整！

文字の上をクリックしたままマウスを移動
します。

文字の位置を変更

□（四角）にマウス
カーソルを合わせて、
クリックしたまま
マウスを移動します。

文字枠を変更

同様に文字を配置！

あいう

あいうえお

えお

あいうえお

アルバムを保存する8

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を
選択します。

「ファイル」メニューから
「名前を付けて保存」を選択！

写真アルバムを作成する

写真アルバムを作成するらくらく印刷写真アルバム作成6 LE 14



アルバムの保存先とアルバム名が表示されます

アルバム名を入力！

名前を付けて保存画面が表示されますので
アルバム名を入力して、ＯＫ ボタンを
クリックします。

アルバムデータが保存され、
画面の上にアルバムの保存先とファイル名が
表示されます。

 アルバムを印刷する9

作成したアルバムの印刷プレビューを確認
してから、印刷を行います。

[ファイル]メニューから、[印刷プレビュー]を
選択します。

印刷プレビュー画面が表示されますので
印刷プレビューを確認して、印刷... をクリック
します。

印刷プレビューを確認！ 1

をクリック！
2

「ファイル」メニューから
「印刷プレビュー」を選択！

写真アルバムを作成する

写真アルバムを作成する15 らくらく印刷写真アルバム作成6 LE



プリンターを選択！
印刷画面

1

2
詳細設定 ボタンを
クリック！

印刷画面が表示されましたら、
使用するプリンターを選択し、
詳細設定 ボタンをクリックします。

プリンタードライバーの詳細オプション画面
が表示されますので、印刷する用紙サイズを
設定してください。

用紙サイズを設定！
※右図はサンプルです。
　お使いのパソコンによって画面は異なります。

印刷設定画面→印刷画面に戻りましたら、
印刷 ボタンをクリックして印刷を実行します。

印刷 ボタンを
クリック！

印刷の向きを設定！
印刷設定画面が表示されます。
　
　　印刷の向き（縦または横）を選択します。

　　詳細設定 ボタンをクリックして、
　　用紙サイズの設定を行います。

1

2

※右図はサンプルです。
　お使いのパソコンによって画面は異なります。

1

詳細設定 ボタンから
用紙サイズを設定！ 2

印刷画面

写真アルバムを作成する

写真アルバムを作成するらくらく印刷写真アルバム作成6 LE 16



写真枠、背景画像、文字の入力枠などがレイアウトされているデザインテンプレートを使用すると、
写真をドラッグまたは読み込むだけで、かんたんに素敵なアルバムが作成できます。

ソフト起動時に表示されるアルバム作成メニューの　　　　　　　　　　　　　　 ボタンから始めます。

1
2

3

1
用紙サイズと用紙の向きを選択！
（例：A4 縦）　

2デザインテンプレートを選択！

3
OK ボタンを
クリック！

　　用紙サイズと用紙の向きを選択します。

　　一覧から、使用するデザインテンプレート
　　を選択します。

　　ＯＫ ボタンをクリックします。

デザインテンプレートが開きました。

8ページと同様に、写真をドラッグして
配置します。

画面の上にページのサムネイルが表示され
ます。
編集するページをクリックして、ページを
切り替えてください。

作業が終わりましたら、データの保存を
行ってください。
（アルバムを保存する→14～15ページをご覧ください）

デザインテンプレートが開きます

ドラッグして写真を配置！

アルバム作成メニューの　

　　　　　　　　　　　　ボタンをクリック

すると、デザインテンプレートを選択する
画面が表示されます。

デザインテンプレートから作成する

デザインテンプレートから作成する17 らくらく印刷写真アルバム作成6 LE



予め配置が決まっている配置テンプレートと写真と背景画像を選ぶだけでアルバムが作成できます。

ソフト起動時に表示されるアルバム作成メニューの　　　　　　　　　　　　　　 ボタンから始めます。

1
2

3

4

5

テンプレートを選択する1

2テンプレートを選択！
3背景画像を選択！

選択 ボタンをクリックして
写真フォルダーを指定！ 4

5
OK ボタンを
クリック！

　　用紙サイズと用紙の向きを選択します。

　　左側のテンプレート一覧から、
　　使用するテンプレートを選択します。

　　右側の背景画像一覧から、
　　使用する背景画像を選択します。

　　選択 ボタンをクリックして、写真が保存
　　されているフォルダーを指定します。

　　ＯＫ ボタンをクリックします。

1
用紙サイズと用紙の向きを選択！
（例：A4 ヨコ）　

アルバム作成メニューの　

　　　　　　　　　　　  ボタンをクリック

すると、テンプレートを選択する画面が表示
されます。

自動配置テンプレートから作成する

自動配置テンプレートから作成するらくらく印刷写真アルバム作成6 LE 18



自動配置する写真を選択する2

1

2

テンプレートに挿入する写真を
クリックして選択します。
※ すべて選択 ボタンをクリックすると、
　すべての写真を選択できます。

写真の選択が終わりましたら、
ＯＫ ボタンをクリックします。

2
OK ボタンを
クリック！

1自動挿入する写真を選択！

選択した写真が自動挿入されました。
写真の移動や枠の大きさなど、変更可能です。
詳細は、9ページをご覧ください。

自動配置テンプレートでは、写真の位置が
固定されている場合があります。
その場合は、写真の上を右クリックして
写真の固定を解除して操作を行ってください。

写真が自動挿入されました

右クリックメニュー

「サイズと位置を固定する」のチェックを
  外します。

作業が終わりましたら、データの保存を
行ってください。
（アルバムを保存する→14～15ページをご覧ください）

自動配置テンプレートから作成する

自動配置テンプレートから作成する19 らくらく印刷写真アルバム作成6 LE



「らくらく印刷写真アルバム作成6 LE」を
起動します。
（起動方法は、1～2ページをご覧ください）

「ファイルを開く」ボタンをクリックします。

「ファイルを開く」ボタンをクリックする1

「ファイルを開く」ボタンをクリック！

1

2

「アルバムを開く」画面でファイルを選択する2

1ファイルを選択！

　　保存ファイルの中から、開くファイルを
　　選択します。

　　ＯＫ ボタンをクリックします。

2
OK ボタンを
クリック！

保存ファイルが開きました。

保存ファイルが開きました

保存ファイルを開く

保存ファイルを開くらくらく印刷写真アルバム作成6 LE 20



「写真を追加」ボタンをクリックします。

「使用する写真を選んでください」と
表示されましたら、「デジカメ写真管理
プレミアム」ボタンをクリックします。

「デジカメ写真管理プレミアム」が起動
しますので、フォトブックをダブルクリック
して開きます。
アルバムに使用する写真をプリントリストに
追加して「アルバム作成」ボタンをクリック
します。

「らくらく印刷写真アルバム作成6 LE」に
戻ります。
写真一覧に、「デジカメ写真管理プレミアム」
の写真が追加されます。

写真一覧

「デジカメ写真管理プレミアム」
  ボタンをクリック！

「デジカメ写真管理プレミアム」が起動します

アルバム画面

「写真を追加」ボタンをクリック！

デザイン画面の写真一覧に、「デジカメ写真管理プレミアム」で保管している写真を読み込みます。　
※「デジカメ写真管理プレミアム」を起動している場合は、ソフトを終了してください。

フォトブックを
ダブルクリック！

プリントリストに写真を追加して
「アルバム作成」ボタンをクリック

写真一覧に写真が追加されました

ドラッグして写真を配置！

「デジカメ写真管理プレミアム」の写真を使用する21 らくらく印刷写真アルバム作成6 LE

「デジカメ写真管理プレミアム」の写真を使用する



お問い合わせ前にオンラインマニュアルをご確認ください。
https://www.de-net.com/manual/photo_management_premium/album6/album6_index.htm

オンラインマニュアルには、詳しい操作方法やよくあるお問い合わせを掲載しています。

お問い合わせをいただく際はユーザー登録が必須となります。
https://www.de-net.com/user/

サポート窓口やサービス内容は変更になる場合あります。弊社ホームページ にて最新情報をご確認ください。

https://www.de-net.com/support.htm

「ユーザーサポート  株式会社デネット」をクリック！

ホームページのご案内

デネット サポート 検索

無料ユーザーサポートサービスのご案内は、ホームページをご確認ください。

ソフトウェアの最新情報やよくあるご質問などを公開しています。
アップデート情報より、最新版のソフトウェアをダウンロードして
お使いいただけます。

各ソフト共通のよくある質問や、ソフト別のよくある質問を公開しています。

[よくある質問ページ]

https://www.de-net.com/faq/

お問い合わせ窓口

お問い合わせ窓口 22らくらく印刷写真アルバム作成6 LE　



※通信料はお客様負担となります。
※パソコン本体の操作方法やその他専門知識に関するお問い合わせにはお答えできない場合があります。
※お客様のご都合による返品はできません。
※お問い合わせ内容によっては返答までにお時間をいただくこともあります。

e-mailでのお問い合わせの際には、『ご連絡先を正確に明記』の上、サポートまでお送りくださいます様、
よろしくお願い申し上げます。
お客様よりいただいたお問い合わせに返信できないということがあります。
お問い合わせを行っているのにも関わらず、サポートからの返事がない場合、弊社ユーザーサポートまで
ご連絡が届いていない状態や、返信先が不明(正しくない)場合が考えられますので、宛先(メール)の確認を
お願いいたします。

お問い合わせの際には、下記項目を事前にご確認の上お伝えください。

※お客様のメールサーバーのドメイン拒否設定により、弊社からのメールが受信されない場合があります。

メールでのお問い合わせ

E-mail：ask99pc@de-net.com
サポート時間 : 10：00～17：00　(土・日、祭日を除く)
※通信料はお客様負担となります。

○購入したソフトのタイトル・バージョン
　例： 「らくらく印刷写真アルバム作成 6 LE」 

○ソフトのシリアルナンバー
　※別冊「デジカメ写真管理プレミアム」の操作説明書表紙に貼付されています。

○ソフトをお使いになられているパソコンの環境
　・ＯＳ及びバージョン
　　例：Windows 10  64bit
　　　　Windows Update での最終更新日○○年○月○日
　・ブラウザーのバージョン 
　　例：Internet Explorer 11
　・パソコンの仕様 
　　例：NEC　XXXX-XXX-XX / PentiumⅢ 1GHz / 
　　　　HDD 500GB / Memory 2GB

○お問い合わせ内容 
　例：～の操作を行ったら、～というメッセージがでてソフトが動かなくなった
　　　□□□部分の操作について教えてほしい…etc

○お名前

○ご連絡先 ( 正確にお願いいたします )
　メールアドレス等送る前に再確認をお願いいたします。

お問い合わせ窓口
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