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デジタルカメラを
パソコンに接続

蔵衛門ウィザード
が自動起動

メモリーカードを
カードリーダーに
セット

●すぐ見せたい傑作は
ケータイへ画像メールで。
iモード・J-SKY・EZweb・H"対応の携帯

電話へ画像付きメールを簡単に送信で

きます。受信した画像を待受画面に設定

するなど楽しい使い方が可能です。

※新機種など一部対応していない携帯端末
があります。

デジタル写真は、こんなに楽しい、オモシロイ！
蔵衛門10ファミリーがアルバムをエンタテインメントに変えた！

●気軽にあいさつ、
グリーティング送信。
画像を使った年賀状、暑中見舞い、ク

リスマスカードなどを、豊富なテンプ

レートを使って簡単に作成し、軽い画

像でメール送信できる便利なグリーテ

ィングカード送信機能を搭載しました。

●整理しやすい定型フォーマットから気持ちが伝わ
るデザインレイアウトまで豊富に用意。

★画面のデザインは一部開発中のものも含みます。実際の製品とは多少異なる場合があります。ご了承ください。★蔵衛門10のインターネット機能・メール機能を使用するには、インターネット接続環境が必要です。また、メールの受信はできません。★携帯電話の画面はハメコミ合成によるイメージです。

★作成したアルバムや写真集を商用でご利用になる場合は、別途契約が必要となります。

★作ったアルバムは
CD-Rなどに出力。

★ソフトがなくても友達の
パソコンで楽しめます。

蔵衛門10プロなら、作ったアルバムやスライドショウなどのアイテムを直接CD-R

に書き込めます。ビューワ付きだから、相手方のパソコン*1に蔵衛門がなくても

アルバムやスライドショウを楽しむことができます。

●自慢のアルバムは
ネットでスマートに配信。
アルバムをインターネットのサーバー経

由で配信できる「アルバムお届け」機能

を搭載。より手軽にスピーディに

アルバムをプレゼントでき

ます。

デジタルカメラをつなぐだけで
パソコンへ画像を簡単取り込み。
画像の入ったデジタルカメラやメモリーカードをパソコンにつなぐだけで、自動

的に「蔵衛門ウィザード」が立ち上がり、準備完了。あとはガイドに従うだけで、

アルバムを作ったり画像を活用したりできます。
※デジタルカメラからの直接読み込みは、USBストレージクラス対応機種の場合。

●蔵衛門がない人も、
アルバムが楽しめる。
作ったアルバムをみんなにプレゼント

できるビューワ付き出力機能を搭載。

相手が蔵衛門を持っていなくても、も

らったアルバムをパソコン*1で楽しむ

ことができます。

こだわりの写真集は、CD-Rでみんなに配ろう。

蔵衛門10ファミリーに、プロだけのスペシャルな機能をプラス。

楽しみ方も使い勝手もワンランク上、蔵衛門10プロ。

ガイドに従うだけで
アルバムが完成

まるで本物のアルバムを扱う感覚で、写

真を見たり整理したりできるため、パソ

コンが苦手な方でも安心です。

作ったアルバムは、
リアルな本棚で管理。

●オリジナル写真で
スライドショー開演。
大好評のスライドショウの画面効果を

50種類以上に大幅強化。新たにアル

バム自動めくりタイプと、写真を敷き詰

めるタイプのアクションも追加しました。

蔵衛門10ファミリー for Windows メーカー希望小売価格 6,800円(税別)

蔵衛門10プロ for Windows
メーカー希望小売価格 9,800円（税別）

▼かんたんガイドに従って気軽にアルバムが作れる

「蔵衛門ウィザード」から「アルバムを作る」を選び、ガイドに従って操作するだけで、

誰でも簡単にデジタルアルバムが作成できます。

*1：蔵衛門10シリーズの動作環境に対応したWindows搭載パソコン。

蔵衛門10ファミリー
（小型パッケージ）

蔵衛門10ファミリー

蔵衛門10プロでは、アルバムを整理する本棚が複数設定できます。それぞれ
の本棚をパスワードで管理できるので、父親用、子供たち用などと本棚を分
ければ、大切な写真の保管も安心です。

アルバムレイアウトは見開

き単位で豊富なテンプレ

ートから自由にチョイス！

マウス操作でレイアウトの

変更も自在です。

★豊富なアルバムレイアウトから自由にチョイス！

家族それぞれに１つずつ、充実のマルチ本棚。

1 クール

プチ

キッズ

★季節の最新デザインがいつでも無料で手に入る。

リアルなページめくりアクション。
●トレードマークの“ページめくリアクション”に、
よりリアルな3Dタイプを新たに追加。
※パソコンのスペックにより３Ｄタイプが表示できない場合があります。

●ブックカバー
（アルバムの表
紙、背表紙、裏表
紙）にも、好きな
写真や文字を自
由にレイアウトで
きます。

最新の高画素デジカメが活きる
「スーパーズーム機能」
マウスをズームしたい場所に合わせてクリックするだ

けで高速にズームアップ。高画素デジカメならではの

精細画像も画面上でリアルに確認できます。

アルバムサーバー�
My Travel

How are you?

guest@kura

My Travel

http://www~

アルバムを送る
相手のメールアドレス（5件まで）
を指定してサーバーへ送信

アルバムを受け取る
ご案内メールのわかりやすいガイ
ドに従ってダウンロード

★相手先のパソコン*1に蔵衛門がない場合、インターネットから自動的にビューワーソフトをダウン

ロードしてアルバムを開くことができる「実行形式」のアルバムファイルも新たにサポートしました。

デジタルならでは。プロユースソフトに迫る本格レタッチ機能。
明るさ・コントラストなどの基本調整から、球面変形・モザイクなどの楽しい変形処理まで、38種類の効果と18

種類のブラシを標準で搭載。プロユースのソフトに迫る本格的なフォトレタッチが可能になりました。

★主な画像編集機能

「効果」
●色調整：
モノトーン、色反転、明るさ補正、
色補正、焼き加減、コントラスト、
セピアカラー、色相彩度明度補正、
サイケデリック、ポスタライズ、露
光補正、ヒストグラム平均化
●基本効果：
ぼかし、シャープ、メジアン、明る

さの最小値、明るさの最大値、輪
郭抽出、エンボス、縁取り、輪郭強
調、輪郭のトレース、スクロール、
ノイズ除去
●特殊効果：
モザイク、ガラスブロック、額縁、丸
額縁、拡散
●写真効果：
ソフトフォーカス、ズーム
●波：
球面、円柱、手ぶれ、つまむ、上下波

●絵画風：
古い写真、縁取り水彩画

「ブラシ」
エアブラシ、スプレーブラシ、マー
カー、ローラー、クレヨン、鉛筆、
水彩、油絵、パイプ、明るく、暗く、
鮮やか、色落ち、引きずる、ぼかし、
シャープ、いぬ、ひよこ

セピアカラー

※使える効果・ブラシの種類がさらにアップする機能強化プログラムを別売オプションとしてご購入できます。

*1：蔵衛門10シリーズの動

作環境に対応したWindows

搭載パソコン。

※CD-Rへ書き出す場合、

CD-Rドライブが必要。追記

はできません。

※蔵衛門10プロだけの機能

です。

アルバムの中身が一目でわかる
「かるた表示機能※」
アルバムの中のすべての画像を、ワンクリックで、まるで

机の上にランダムに広げたような効果で画面一杯に表示

します。「スーパーズーム機能」と併せて使えば、お目当て

の画像を細部までじっくりと確認できます。

※特許出願中

好みに合わせて選べる
蔵衛門デザイン。
インターフェイスとアルバム全体のデザ

インパターンを、●クール●プチ●キッ

ズ●クラシックの４種類から選べます。さ

らに本棚、ブックエンドなどアイテム単

位でのデザイン変更もできます。
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ケータイからの取り込みもオーケー！
カメラ付きケータイで撮った画像を、赤外線入力で

蔵衛門10ファミリーに取り込めるようになりました。
※ドコモ504isシリーズ以降のみ対応。
※最新の対応機種は、「蔵衛門どっとこむ（http://www.kuraemon.com/）」
をご覧ください。（新機種随時対応予定）※パソコンに赤外線ポートが必要です。

KURA

まだある蔵衛門の便利な機能。
画像を�

ワンクリック�
で美しく�

自動補正�

音声コメントも�
簡単�

録音・再生�

見たい画像を�
一発で探せる�

検索・�
しおり機能�

フォーマット�
の一括変換�

動画の�
管理や再生�
もできる�

音楽付写真集が�
楽しめる�

MP3�
ファイル再生�

Windows XP�

のマルチ�
ユーザー�
に対応�

新画像�
フォーマットの�

JPEG2000�
に対応�

オンライン�
ユーザー登録・�
オンライン�

アップデート機能�

アルバムを�

ホームページ�
データへ�
自動変換�

画像右下に�

撮影日�
表　示�
�

マウスを�
重ねるだけで�

DCF情報�
表　示�

「アルバムを作る」を選ぶ 取り込みたい画像を選ぶ

レイアウトと表紙を選ぶ できあがり！

ズーム

ガラスブロック丸額縁

簡単取り込み！ 誰でもやさしく、楽しく作れる！ 見せよう、自慢しよう！

自在に加工しよう！

●3,000タイトル以上が
発売されている人気のデ
ジタル写真集「デジブック」
シリーズも、蔵衛門の本棚
で一緒に整理できます。

※実際にダウンロードできるデザインとは異なる場合があります。

七夕、暑中見舞い、クリスマス、年賀状など、年中行事や季節の風物をモチーフにした

アルバムレイアウトやハガキテンプレートなどを無料でホームページ「蔵衛門どっとこ

む（http://www.kuraemon.com/）」からダウンロードできます。

※蔵衛門10プロだけの機能です。

クラシック



「本棚の操作」
★本棚への入力 ●アルバム作成ウィザード ●新しいアルバムを作成 ●アルバムファイルを読み込み

●バックアップファイルを読み込み

●画像ファイルを読み込み [★ファイルを指定★フォルダを指定★ドライブを指定]

●TWAIN機器から取り込み　●メモリーカードからの自動読み込み

★本棚からの出力 ●バックアップファイルを作成　

●CD-Rへ書き出し

★その他の操作 ●本棚の整理　●アルバム名による並べ替え[★昇順★降順]

●ユーザーごとの本棚管理（Windows XPのみ）

●複数本棚の管理[★本棚の切り替え★追加★挿入★削除★パスワードの設定★他]

「アルバムの操作」
★アルバムへの入力 ●アルバムファイルを読み込み

●画像ファイルを読み込み［★ファイルを指定 ★フォルダを指定 ★ドライブを指定］

●TWAIN機器から取り込み　●メモリーカードからの自動読み込み

●その他の取り込み[★ウィンドウをキャプチャ★プレーン画像を追加

★インターネットリンクを追加★カメラ付き携帯電話からの取り込み]

★アルバムからの出力 ●スライドショウ ●ビューワ出力　●ホームページを作成

●印刷［★カタログ印刷★アルバム印刷］

●アルバムファイルを保存　●アニメーションを作成　●マイブックの注文

●スクリーンセーバーを作成　●画像ファイルを保存

●クリップボードに貼り付け　●かるた表示

●画像の編集［★全画像を回転・反転 ★全画像を拡大・縮小★画像を連結］

●CD-Rへ書き出し ●アルバムの配信

★その他 ●台紙・ブックカバー編集

●アルバムの設定 [★表示形式の設定★BGMの設定★パスワードの設定★他]

●アルバムの整理 [★並べ替え★画像フォーマットの一括変換★複製★他]

●文章の操作 [★マスター文書を編集★全画像について画像情報(DCF情報)を文章にする]

「画像の操作」
★画像への入力 ●しおり ●フレームの挿入　●撮影日時の表示

★画像の出力 ●携帯電話に画像を送信　●電子メールで送信　●グリーティングカードの作成

●印刷[★画像を印刷★カレンダーを印刷★画像情報を印刷]

●壁紙にする　●画像ファイルを保存　●クリップボードに貼り付ける

●画像の編集 [★効果38種類★ブラシ18種類★回転・鏡像、拡大・縮小

★色数変換★切り抜き★自動画像補正]

KURA10-0305-01（K.H）

蔵衛門10ファミリー／蔵衛門10プロ　主な機能一覧　
（青字はプロのみの機能です。）

蔵衛門10ファミリー/蔵衛門10プロ 動作環境
★動作条件 ●OS：WindowsXP/Me/98/2000 (Windows 95/NT4.0は対象外です)

●メモリ：64ＭＢ以上（128ＭＢ以上推奨）

●CPU：MMX Pentium 233MHz以上のIBM PC/AT互換機（NEC98x1シリーズは動作対象外です）

●ハードディスク：空き容量150ＭＢ以上

●ディスプレイ：800X600以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの

（256色では使用できません/２４bit以上の表示にての使用を推奨）

●サウンド：サウンドポートがあれば録音／再生可能（スピーカーが必要）

●ブラウザ：InternetExplorer4.0以上（5.0以上推奨）

※マウスなどのポインティグデバイスが必要です。

※蔵衛門の通信機能を使用する場合などは、インターネット接続環境が必要です。

※CD-Rに書き込みを行うためには、CD-R(W)ドライブが必要です。

※DVD±R/RW/RAMに書き込みを行うためには、DVD±R/RW/RAMドライブが必要です。

※蔵衛門10プロからCD-R、DVD±R/RW/RAMに書き込みを行う場合はパッケージに明記した

型番のドライブが必要です。

※インストールの際、CD-ROMが読み込めるドライブが必要です。

★対応フォーマット一覧 ●読み込み可能フォーマット：BMP、ICO、CUR、JPEG2000、JPEG（Exif、プログレッシブ可能）、

TIFF(Exif可能）、GIF、FlashPix、FPX、MAG、PCX、PSD、TGA、RAS、PNG、WMF、PCD、WPG、

MAC、IMG、MSP、Raw FAX、WinFax、CALS Raster

●書き込み可能フォーマット：BMP、JPEG2000、JPEG（Exif JPEGを含む）、TIFF、GIF、PCX、PSD、

TGA、RAS、PNG、WMF

●アルバムで管理可能な動画：AVI、MPEG1、QuickTimeMovieなどのWindows Media Playerで

再生可能な動画ファイル

※一部取り込めないファイルがあります。

●超ピタプリントで読み込み可能なフォーマット：上記蔵衛門対応フォーマットに準ずる。（動画を除く）

★その他 ●画像の整理 [★画像情報(DCF情報)の表示★フォーマットの変換★他]

●文章の操作 [★文章の編集★画像情報(DCF情報)を文章にする]

●音声の操作 [★音声を録音★音声を再生] ●スーパーズーム

「その他の操作」
●ツリービューへの切り替え

●画像を検索 [★文字列を検索★ファイル名で検索★同一画像を検索]

●デザインの変更 [★本棚★アルバム★ブックエンド]

●プラグイン [★つくり～んセーバー３フリーウェア版 ★超ピタプリント]

●オンラインサービス [★蔵衛門アップグレード ★どこでもアルバム

★デジブック ★オンラインプリント ★オンラインユーザー登録]

●蔵衛門ヘルプ

※CD-Rへの書き出し機能は、一部ご利用いただけないCD-Rドライブがございます。詳しくは、オリンパス カスタマー サポートセンターにお問い
合わせいただくか、またはホームページ「蔵衛門どっとこむ（http://www.kuraemon.com/）」をご参照ください。

販売元 オリンパス光学工業株式会社／〒192-8507 東京都八王子市石川町2951
開発元　　　　　　株式会社トリワークス／〒150-0002 東京都渋谷区渋谷２-１-５青山第一田中ビル２階

※このカタログに掲載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。※このカタログに記載された「価格」は、消費税抜きの価格であり、購入される際には、別に消費税が加算されます。※このカタログは2003年5月現在のものです。外観・仕様・価格については、予告なしに変更する場合があります。
※本製品はオリンパス光学工業とトリワークスの業務提携により製品化しています。本製品に関するテクニカルサポートは、トリワークスに業務委託されています。ご購入後のテクニカルサポートは、ユーザー登録をしていただいた後にトリワークスを窓口にさせていただくことをご了承ください。

クラブキャメディアホームページ［http: / /www.clubcamedia.com/］より�
　　　　　　　　            ［クラブ蔵衛門］へお進みください。�

オリンパス蔵衛門シリーズのご用命は�

● ショールームのご案内 �
�

 オリンパスプラザ（東京） 営業時間 10:00～18:00（日・祝日および弊社休業日を除く）�
 〒101- 0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931�
 オリンパスプラザ（大阪） 営業時間 10:00～18:00（土・日・祝日および弊社休業日を除く）�
 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6991

◆電話でのお問い合わせ�
［オリンパス カスタマー サポートセンター］�

◆インターネットでの情報入手［製品仕様、OS対応、Q&Aなど最新情報はインターネットでご確認できます。］�

フリーダイヤル     0120-084215　�
携帯電話・PHSからは 0426-42-7499  Fax 0426-42-7486

製 品に関するお問い合わせ�

営業時間　平日 ９：３０～２１：００　土・日・祝日 １０：００～１８：００�
（年末年始・システムメンテナンス日を除く）�

クラエモン10ファミリS
SWW-2001
メーカー希望小売価格
6,800円（税別）
※小型パッケージ版（B6サイズ）
※ソフトの仕様および同梱物は
SWW-2002と同じです。

QuickTimeおよびQuickTime
ロゴは、ライセンスに基づいて使
用される商標です。QuickTime
は、米国およびその他の国々で
登録された商標です。

クラエモン10ファミリ
SWW-2002
メーカー希望小売価格
6,800円（税別）
※レギュラーパッケージ版
（B5変型サイズ）
※ソフトの仕様および同梱物は
SWW-2001と同じです。

クラエモン10プロ
SWW-2101
メーカー希望小売価格
9,800円（税別）
※レギュラーパッケージ版
（B5変型サイズ）

●ハガキもカレンダーもマウス操作でカンタン作成。
蔵衛門10シリーズのアルバムの画像からカンタン操作でさまざまなアイテムが作れます。マウス操

作で指示に従い進んでいくだけで、楽しいオリジナルグッズがキレイに仕上がります。

★収録アイテム
アルバム、ポストカード、シー
ルプリント、カレンダー、写真、
インデックスプリント、名刺、Ｃ
Ｄ/ＤＶＤラベル＆ジャケット、
メモリースティック、ＭＯラベ
ル、スマートメディア、フリー

カンタン！キレイ！用紙にピッタリ！
写真プリントソフト「超ピタ☆プリント」

●プリントしたい用紙にピッタリ。らくらくプリント設定。
超ピタプリントなら、面倒な設定は不要。１～５までの分かりやすい指示に従って操作するだけで、

用紙にピッタリの美しいプリントが仕上がります。

印刷選択画面 ポストカード印刷画面 写真印刷画面

エーワン製サンプル用紙付き

サンプ
ル

用紙付
き

▼ ▼ ▼


