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■推奨環境

このレポート上に書かれているＵＲＬはクリックできます。

できない場合は最新の AdobeReader をダウンロードしてください。（無料）

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html

■著作権について

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。

下記の点にご注意戴きご利用下さい。

このレポートの著作権は作成者に属します。

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても

複製、転載、流用、転売等することを禁じます。

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の

全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、

関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による

解決を行う場合があります。

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、

著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、

著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。
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◆　はじめに

この度は、本レポートをご請求頂き、誠に有難うございます。

私は、コーインこと久保功一と申します。

先ずは簡単に自己紹介させて頂きます。

・１９６５年生まれ

・徳島県出身、現在は愛媛県在住

※大学は岡山で、大阪で１０年以上サラリーマン、その後　地元近くに帰ってきました。

・本業：不動産業

※大阪ではソフト開発もしておりましたが、ＨＴＭＬは苦手です。＾＾

・家族：４人（妻、小学生子供二人）

・趣味：ゴルフ、読書、家族サービス

※私の詳細プロフィールについてはこちらをご参照下さい。
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山本寛太朗さんの商材、

『★激安★1000円！山本寛太朗のゆく年くる年【夢の億万長者福袋2009年版】』

が、たくさん売れているみたいです。

しかし、自分にメリットが無ければ購入には至りませんよね。

私が購入した理由は、３Dのブックカバーがあったからなんです。

というのも、商材のレビュー記事を書くときには、

やはり皆さん特典をつけます。

レビュー記事が良くても、

特典で決めるという方が結構いらっしゃいますからね。

昨今、その特典がレポートというのはよくあることですが

その特典が非常に優れたものでも、文字だけではインパクトが弱く感じます。

そこは視覚に訴える方がいいですし、特典が更に活きてきますね。

また、レポートスタンドに無料レポートを登録するにも

３Ｄのブックカバーで作成したほうが、ＤＬ率も違ってきますからね。

そのために探してはいたんですが、

リセールライト付きの商品￥３,０００円なんかもありましたが

３Ｄで陰影がついたこのソフト　⇒　『クイック３Ｄカバーソフト』

価格は５０００円弱で体験版もつかいましたから

これでいいかなと思っていたところに、この『福袋』の中にソフトがあったんです。

Copyright(C)2009 kouin ALL Rights Reserved

購入した理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　購入した理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

http://www.dryout.info/product/q3dcover/


Prezented by kouin 　３Ｄブックカバー作成ソフト概略使用マニュアル

１０００円でしたし、他にも色々入ってましたから

こちらにしたわけです。＾＾

そして、作成したのがこれです。　↓

早く作ろうとは思っているんですが、今レポート作成中なんです。

そのカバーを先に作ってみました。＾＾

これぐらいの出来でしたら私は納得です。
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英語版のツールでしたので、使い勝手が気になる所ですが、

使用方法は到って簡単です。

ペイントやwordを使って、

先に表面・上部面・側面の３種類の画像を先に作成。

後は、このソフトで作成した画像を選択するだけですから、

このソフト使用時間としては３０秒ぐらいでしょうか。

拘られる方にとっては、もう一つなんでしょうけど

許せる範囲であれば、使えます。

使用方法を次に説明します。
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推奨環境ですが、販売者側の報告によるとWINDOWS　XP　では動作確認済とのことでしたが、

私はVISTAも使用しておりますので確認しましたが問題無く使用出来ています。

（１）インストール

福袋に入っておりますPDFからソフトをダウンロードし、インストールします。

※省略させて貰います。

（２）使用方法

パソコン画面上に下記のアイコンが生成されますので、起動して下さい。

起動すると下記フォームが現われます。
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①Templates

テンプレートを使用するかどうかのBOXです。

新規作成ですから『None Selected』こちらを選択して下さい。

②Box Shot Style

出来上がりの形を選択します。

『Two Sided Box』   ・・・表面＋側面の箱型画像

『Three Side Box』　・・・表面＋側面＋上部面の箱型画像

『Book Cover』　　　 ・・・表面＋側面の本の画像

後でも選択できますので、取り合えずは『Three Side Box』を選択して下さい。

仮に『Two Sided Box』 を選択されますと、後のフォームで『Three Side Box』を見たくても

見れませんし、また初めから設定することになります。

※最下部の『Neｘｔ』をクリックして下さい。
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下記のフォームが、現われます。

赤枠の『Select Front Box Image・・・』、このボタンでフロント・表面の画像を選択します。

ですから、初めにどこかのフォルダにペイントやワードを使用して画像を作成しておいて下さい。

選択すると画像が中央に表示されます。この画像は元々用意されていたサンプル画像です。

中央のこのボタンは、スライドさせて画像を拡大したり縮小して見ることができます。

では、最下部の『Next』ボタンをクリックして下さい。
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このフォームもよく似た使用方法です。

赤枠の『Select Side Box Image・・・』、このボタンでサイド・側面の画像を選択します。

ですから、こちらも初めにどこかのフォルダにペイントやワードを使用して

画像を作成しておいて下さい。

選択した画像が中央に表示されます。この画像も元々用意されていたサンプル画像です。

では、最下部の『Next』ボタンをクリックして下さい。
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このフォームもよく似た使用方法です。

赤枠の『Select Top Box Image・・・』、このボタンでトップ・上部面の画像を選択します。

ですから、こちらも初めにどこかのフォルダにペイントやワードを使用して

画像を作成しておいて下さい。

選択した画像が中央に表示されます。この画像も元々用意されていたサンプル画像です。

これはリセットボタンです。選択した画像を消去したい時にクリックして下さい。

では、最下部の『Next』ボタンをクリックして下さい。
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最終フォームです。

『shadow』にチェックを入れると影が出てきます。

『ox Shot Style』選択ボタンがありますが、これが初めにも触れました出来上がりの形の

　　　　　　　　　　指定方法です。

『Save Box shot Image・・・』保存ボタンです。

『Finish』　これも保存ボタンです。

『Exit』 終了ボタンです。
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『ox Shot Style』選択ボタンには３種類ありますが、作成した画像を下記に添付します。

●Three Side Box

●Two Side Box
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●Book Cover

保存時のファイル形式についてですが、Gifですと画像が荒く美しくありませんので

Jpegをお勧めします。

英語表記ですが、ボタンも少なく操作的には簡単だと思います。

このツールは福袋１０００円商材の中の一つです。

他の中身については下記のレビュー記事をご参照下さい。

＞＞＞★激安★１０００円！山本寛太朗のゆく年くる年【夢の億万長者福袋】＜＜＜
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◆ご意見・感想・ご相談・質問・その他

何でもかまいません。 いつでもお気軽に下記のフォームよりメールください。＾＾

お待ち致しております。⇒　メールしてみる。

◆　無料メルマガ・無料セミナー
私のメルマガでは、ネットビジネスや情報商材に関して有益な情報を

配信させて頂いていますので、そちらの方でまたお会いしましょう。

※いつでも解除できますのでご安心下さい。

※最後までお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■発行責任者     　：久保　功一（コーイン）

■運営ブログ　　 　 ：http://kouinafiri.blog70.fc2.com/ 

■ﾒﾙﾏｶﾞﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ：http://kakomel.net/maga.php?mgc=00000000112

■皆さまのご意見・ご感想をお待ちしております。お気軽にどうぞ。 

                     Mail   kouin65@gmail.com

■メールポリシー　 ： 頂いたご感想やメール、ご質問などはお名前を伏せた上で、

　　　　　　　　　　　　　 事前に通告する ことなくメルマガで引用させて頂く場合が

                             ございますので、予めご了承下さい。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【代理登録に関して】

この無料レポートをダウンロードされた場合、久保　功一（メールマガジンの発行者）によって、独自配信メール

マガジン『アフィリエイトＥｎｊｏｙライフ』に代理登録されます。解除はいつでも出来ますのでご了承下さい。
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