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1 画像が選択できない場合 

本ツールの表示対象として選択可能な画像の拡張子は以下の通りです。 

選択可能な拡張子 

.jpeg(.jpg, .jpe) 

.png 

.gif 

.bmp 

上記以外の画像の拡張子を選択することはできません。 

しかし、その他の拡張子であっても 

「ペイント」で拡張子を変換することで表示できる可能性があります。 

 

【TIPS】拡張子を表示する。 

以下の手順により拡張子を表示します。 

※既に表示されている場合は、この手順は不要です。 

 

「表示」タブの「ファイル名拡張子」をチェック 

 

■拡張子非表示                ■拡張子表示 
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1.1 ペイントを起動する 

以下の手順で「ペイント」を起動します 

 

1.1.1 画面左下のスタートボタンをクリック 

 

 

1.1.2 「Windows アクセサリ」の「ペイント」をクリック 
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1.1.3 ペイント起動 

 

 

1.2 対象の画像をペイントで開く 

以下の手順で対象の画像を開きます。 

 

1.2.1 ペイントを起動し「ファイル」タブの「開く」をクリック 
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1.2.2 対象の画像を選択し「開く」をクリック 

 

 

1.2.3 画像が表示されることを確認 

 

※以下のようなメッセージが表示され開くことができない場合は、 

この手順で本ツールに表示することはできません。 
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1.3 名前を付けて保存する 

以下の手順で拡張子を変更し、保存します。 

 

1.3.1 「ファイル」タブの「名前を付けて保存」をクリック 
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1.3.2 ファイルの種類を選択 

 

 

※以下の使用可能な拡張子を選択してください。 

（選択に迷った場合は「.jpeg」を選択してください。） 

使用可能な拡張子 選び方（参考） 

.jpeg(.jpg, jpe) フルカラー写真 

.png 色数の多いイラストやロゴ 

.gif 色数の少ないイラストやロゴ 

.bmp 通常使用する必要はありません 
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1.3.3 「保存」をクリック 

 

 

※「保存」ボタンをクリックした後に、 

以下のようなメッセージが表示される場合があります。 

 

「OK」をクリックすることで保存はできますが、画質が低下する可能性があります。 

他の拡張子を選択することで、解決できる場合があるため、 

画質を低下させたくない場合は「キャンセル」をクリックし、 

他の拡張子を選択してください。 

（どの拡張子を選択しても警告メッセージが表示される場合があります。） 

 

1.3.4 変換完了 
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2 動画が選択できない場合 

本ツールの表示対象として選択可能な動画の拡張子は以下の通りです。 

使用可能な拡張子 

.mp4 

上記以外の動画の拡張子を選択することはできません。 

しかし、その他の拡張子であっても 

「ビデオエディター」により拡張子を変換することで、 

選択できるようになる可能性があります。 

 

【TIPS】拡張子を表示する。 

以下の手順により拡張子を表示します。 

※既に表示されている場合は、この手順は不要です。 

 

「表示」タブの「ファイル名拡張子」をチェック 

 

■拡張子非表示                ■拡張子表示 
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2.1 ビデオエディターを起動する 

 

2.1.1 画面左下のスタートボタンをクリック 

 

 

2.1.2 「ビデオエディタ―」をクリック 
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2.1.3 ビデオエディタ―起動 
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2.2 対象の動画をビデオエディターで開く 

以下の手順で対象の動画をビデオエディターで開きます。 

 

2.2.1 ビデオエディタ―を起動し「新しいビデオ プロジェクト」をクリック 

 

 

2.2.2 ビデオの名前を入力し「OK」をクリック 

※ビデオの名前が、変換後のファイル名になります。 

 

 



お手持ちの画像・動画が選択できないとき  2 動画が選択できない場合  

  14/19 

2.2.3 「＋追加」をクリックし「この PC から」をクリック 

 

 

2.2.4 対象の動画を選択し「開く」をクリック 

 

※.mpeg ファイルなど、選択することができないファイルは 

この手順で.mp4 に変換することができません。 
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2.2.5 動画が追加されたことを確認 

 

 

※以下のように「！」が表示されている場合などは、 

ビデオエディタ―では変換することができません。 
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2.2.6 動画を右クリックし「ストーリーボードに配置」をクリック 
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2.3 名前を付けて保存する 

以下の手順で、表示した動画を保存します。 

 

2.3.1 「ビデオの完了」をクリック 

 

 



お手持ちの画像・動画が選択できないとき  2 動画が選択できない場合  

  18/19 

2.3.2 「エクスポート」をクリック 

 

 

2.3.3 「エクスポート」をクリック 
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2.3.4 変換完了 

 

 

 


