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このマニュアルは「アドチューバー」を利用するための

各種機能の使用説明マニュアルになります。

「アドチューバーで動画作成方法がわからない！」

「各種設定はどういう意味なの？」

上記の様にアドチューバーの機能に関して、ご不明点もあるかと思います。

その時は、アドチューバーをご利用頂く前に一度、こちらをご参照下さい。

マニュアルを御一読されましても不明点がございます場合は、AdTuber サ

ポートセンターまでお問いわせ下さい。

AdTuber サポートセンター：adtuber@internal.co.jp

AdTuber サポートページ：http://www.internal.co.jp/support/adtuber/ 

AdTuber 商品ページ：
http://www.internal.co.jp/products/marketing/adtuber/about/ 
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始めに



以下手順にて、AdTuber のインストールを行って下さい。

　1.セットアップファイルを実行し、「次へ」をクリックして下さい。

　2.利用規約をご確認頂き、「このライセンス契約書に同意します」に

チェックを入れます。

4

１.　インストール方法



3.インストール先を選択して「次へ」をクリック

 

4. インストールが完了するまでお待ちいただき、完了しましたら「完

了」をクリックして下さい。

以上でインストールは完了です。
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■起動方法

 1.AdTuber アイコンをダブルクリックし、ソフトを起動して下さい。

 2.起動後、ご購入時に送られてきたライセンスキーを入力しましょう。

※AdTuber 起動後に利用規約が表示されますので内容を確認し、「この文章

を十分に理解し同意します」にチェックを入れ、「利用開始」をクリックし

てください。
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２章ではアドチューバーの各種設定に関して説明していきます。

設定アイコンからお客様ご自身にあったソフトの設定を行って頂く事が可能

です。

■動画投稿先の設定

・チャンネルの設定
　

作成した動画の投稿先となる YouTube チャンネルを設定します。

　

「YouTube チャンネル」にチャンネル名を入力後、「追加」ボタンをクリッ

クしてください。
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２.　　各種設定



追加ボタンをクリックし、登録してある Google アカウントを選択します。

アカウント選択後、下記画面に切り替わるので AdTuber を「承認する」ボ

タンをクリックしてください。

ユーザー名一覧にチャンネル名が表示されてたら登録完了になります。

「削除」ボタンにて選択した登録チャンネルを削除が可能です。

「クリア」をクリックで全チャンネルの削除が行えます。
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また、AdTuber は YouTube チャンネルを複数登録する事も可能です。

YouTube チャンネルを複数所持している方は上記と同じ作業で「追加」をし

てください。

※AdTuber に登録できるチャンネルは通常版が１チャンネル、Pro 版が 3

チャンネル、Ultimate 版は無制限の登録となります。

YouTube チャンネル追加をする際に YouTube の「承認する」画面が表示さ

れない場合があります。

承認画面が表示されない場合は、下記手順にてブラウザ側設定のリセットを

お試しください。

「設定」→「履歴」→「閲覧データの消去」→「Cookie などのサイトデー

タやプラグインデータ」の削除を行って見てください。
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※Windows10 をご利用されている場合
　Windows10 の標準ブラウザ「Microsoft Edge」をご利用頂いてる場合、

チャンネル登録に失敗する場合があります。

その場合は「GoogleChrome」や「Firefox」等の標準ブラウザ以外を利

用してチャンネル登録を行ってください。

・Twitter アカウントの設定

「投稿設定」タブより Twitter アカウントの設定を行う事ができます。

「PIN コード取得」をクリックし、ご自身の Twitter アカウントとアド

チューバーとの

連携アプリ認証を行って下さい。

連携アプリ認証を行うと PIN コードが発行されますので、アドチューバーに

取得した PIN コードを入力し「登録」ボタンをクリックし、完了です。
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・投稿デフォルトの設定

①タグ

投稿される動画のタグを設定する事ができます。

タグ項目の空白に入力し、「追加」をクリックする事でタグが追加されてい

きます。

削除したいタグがある場合は消したいタグを選択し、「削除」をクリックし

ます。「クリア」をクリックするとタグの全削除を行えます。
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②説明

投稿される動画の紹介文を予め設定する事ができます。

※後にアドチューバー側の「履歴」又は YouTube 投稿後に「動画の管理」

からも編集が可能です。

赤枠に動画投稿後に表示させたい紹介文を記載して下さい。

青枠に紹介文のタイトルを記入し、「テンプレリストに保存」をクリックす

ることで、

＜空＞の↓に紹介文のテンプレートを保存する事が可能です。
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・ブラックモード
　動画投稿時の背景色の選択ができます。

チェックが外れている状態で背景色は白色です。

・カテゴリ
　投稿する動画に合わせたカテゴリを選択して下さい。

・解像度
　動画アップロード時の解像度を 480p,720p,1080p から選択する事ができ

ます。

・BGM

　動画再生中の BGM を設定する事ができます。

BGM「↓」をクリックして好みの BGM を設定して下さい。

BGM「↓」の横にある「再生」をクリックすることで、BGM の視聴ができ

ます。

・速度
　作成した動画再生時の画面スクロール速度の変更ができます。
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・作業フォルダ
　

　「選ぶ」：AdTuber で作成した動画ファイルを保存するファイル場所を選

　　　　　　択できます。

　「開く」：現在、動画ファイルが保存されている場所を開きます。

■フィルタ設定

フィルター設定では掲示板サーチでスレッドを選択し、デフォルトでレスの

除外・復活

フィルターの設定を行います。
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※チェックボックスが付いている項目は、チェックを付加した場合に設定が

有効になります。
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【除外フィルター】

　・（）文字以内のコメントを除外する ：

　　→指定文字以外のレスを除外します。

　・（）文字以上のコメントを除外する ：

　　→指定文字以上のコメントを除外します。

　・（）番目以降のレスを除外する ：

　　→指定文字以後のレスを除外します。

　・2ch.net のレスを除外する ：

　　→2ch.net のレスを除外します。
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　・レスがないレスを除外する ：

　　→レスが記載されていないレスを除外します。

　

　・画像がないレスを除外する ：

　　→画像がないレスを除外します。

　・投稿者に転載禁止を含むレスを除外する ：

　　→投稿者名に転載禁止を含んだレスを除外します。
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　・ブラック ID リスト :

　　→「追加」ボタンをクリックする事で、「ブラック ID 設定」サブウイ

ンドウが開き、

　　　　個別に除外したい ID を設定することができます。

　　また、消したい項目を選択し、「削除」ボタンをクリックすることで ID

の削除を行　　　　　うことができます。

　　　「クリア」ボタンをクリックする際は全ての ID を削除可能です。

　・NG ワードリスト :

　　→「追加」ボタンをクリックする事で、「ブラック ID 設定」サブウイ

ンドウが開き、

個別に除外したい ID を設定することができます。
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また、消したい項目を選択し、「削除」ボタンをクリックすることで ID の

削除を行うことができます。

「クリア」ボタンをクリックする際は全ての ID を削除可能です。

■ランダム設定

　スレッドを開いた画面で「ランダム」でランダム削除処理の設定を行いま

す。

　設定を行い、「保存」ボタンをクリックする事で設定が有効になります。
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　・ランダム処理する前にフィルターを実行する :

　　→フィルタ設定で設定したフィルタをかけるか否かを選択します。

　

　・アンカーが付けているレスを残す :

　　→アンカー付きのレスを残します。

　

　・（）番から（）番までのレスをランダム編集する　：

　　→ランダム処理を行う設定文字数を設定します。
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・（）文字以下にランダム編集する　：

　　→ランダム処理を行う設定文字数を設定します。

　

・（）レス以上の ID を残す　：

　　→指定したレス数以上の ID を残します。
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「掲示板サーチ」「トレンドサーチ」から作成したい記事を２ｃｈまとめス

レッドから作成用「エディター」に差し込む事で動画を作成します。

　・エディター：スクロール

　　→「エディター：スクロール」は画面が下方向にスクロールする動画の

作成をする事ができます。

　・エディター：ページ

　　→「エディター：ページ」は画面がシーン毎に切り替わる動画の作成を

する事ができます。

　

※エディター：ページ側は、ページ画面を「ダブルクリック」する事でペー

ジの編集を行うことが可能です。

　動画の作成が完了したら動画の「タイトル」を記入し、「投稿」「予約投

稿」を選択する事で動画投稿が完了します。
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３. 動画作成の流れ



　・投稿

　
　　→作成した動画を投稿します。

　・予約投稿

　　→作成した動画の日時を指定し、予約投稿を行うことができます。

　　　

　・クリア

　→エディターに作成した文章を削除します。

「投稿」又は「予約投稿」ボタンをクリックしますと、下記アップロード画

面になります。
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「タイトル」「説明」「タグ」「カテゴリ」「YouTube チャンネル」に問題

がなければ「アップロード開始」ボタンをクリックしましょう。

アップロードが成功しますと「アップロード成功しました」表記がでますの

で、

自身の YouTube チャンネルに動画が追加されるか確認し、動画の作成は

完了になります。
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３章では、掲示板からコンテンツの探し方を説明します。

■「勢いランキング」からコンテンツを探す

→勢いランキングとは、掲示板の中から最も人気が集まっているスレッドを

一覧表示する機能です。

1.「掲示板サーチ」をクリックします。

2.画面左側の板一覧から好みのジャンルを選択頂くか、「ローマ字」でジャ

ンル検索をする事が可能です。
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４.掲示板サーチ機能



3.板を選択すると、ジャンルに応じたスレッドが画面中央に表示されます。

※上記画像の青枠「お気に入り」をクリックすると、選択した板がお気に入

りに追加されます。
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お気に入りに登録した板は、画面左側の「お気に入り」をクリックする事で

スレッドの一覧が表示され、お気に入りスレッドの選択や整理を行うことが

できます。

4.スレッドタイトルをクリックすると、スレッドがポップアップ画面で表示

されます。
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※スレッドの編集方法は「オープン 2ch・2ch.sc からコンテンツを探す」を

ご参照下さい。

■「オープン 2ch」・「2chsc」からコンテンツを探す。

　→オープン 2ch とは、オープン２ちゃんねる（書き込みを自由に転載可能

な巨大掲示板群）のスレッドを一覧表示する機能です。

　→2ch.sc とは、「2ch.sc」のスレッドを一覧表示する機能です。

1.掲示板サーチをクリックします。

2.画面左側の板一覧から好みのジャンルを選択頂くか、「ローマ字」でジャ

ンル検索をする事が可能です。
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3.板を選択すると、ジャンルに応じたスレッドが画面中央に表示されます。

4.スレッドタイトルをクリックすると、スレッドがポップアップ画面で表示

されます。
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5.レスの復活・削除を選択する

　・「削除」ボタンをクリックすることで、レスを除外することできます。
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　削除したレスは、画面右側の除外レス一覧に移動します。

　・「エディターに差し込み」ボタンをクリックすることで、エディターに

レスを差し込む事ができます。

　・「この ID のみ表示」をクリックすることで、選択したレスの ID のみを

画面左側に残すことができます。

　・「この ID を非表示」をクリックすることで、選択したレスの ID のみ画

面右側へ

除外することができます。
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・「復活」ボタンをクリックすると、除外したレスを元に戻すことができま

す。

　・「この ID のレスを全復活」ボタンをクリックする事で、選択したレス

の ID を全部復活する事ができます。

 ・「この ID 以外のレスを全復活」ボタンをクリックする事で、選択してい

るレスの ID 以外のレスを全部復活する事ができます。
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①投稿タブ
　・全て差込

　　→全て差込みボタンをクリックすることで、画面左側に残ったレスをエ

ディターに差込む事ができます。

　・ランダム

　　→ランダムとは、指定した文字以下になるまでレスを削除する機能です。

　

アンカーレスを優先的に残し、ID 毎にレスの文字色をランダムに変更する事

も可能です。
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・アンカー移動

　→アンカー移動とは、アンカーレスをまとめる機能です。

アンカー元レスの直下にアンカーレスを表示し、並べる事が可能です。

以下の様に、アンカーレスをまとめる事ができます。
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　・切れ画像消す

　　→レス内容の画像が切れている画像を表示しない機能です。

　・除外レス表示 ON／OFF

　→「除外レス表示 ON・OFF」をクリックすると、除外レスの表示を ON

もしくは OFF にする事ができます。

②編集タブ

エディターに挿入する際の文字サイズからフォントスタイル等を変更する事

ができます。
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③一括編集タブ

エディターに挿入する際に全レスの文字種を変換したい際に、一括で文字設

定を行ってくれる機能です。

■「スレタイ検索」からコンテンツを探す。
　→スレタイ検索とは、キーワードでスレッドを検索する事ができる機能で

す。

・キーワードで検索する場合は、赤枠「スレタイ検索」ボタンをクリックし、

URL で検索する時は青枠の「URL 検索」からそれぞれ検索をして下さい。
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スレッドの一覧が表示されます。

※検索窓右側にあります「2ch.sc」「Open2ch」「爆サイ」「talk」の

チェックを外すと、チェックを外した掲示板は検索結果に反映されません。
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・検索条件を設定
　→スレッドの検索を行う際、「2ch.sc」「Open2ch」「爆サイ」の検索条

件を設定する事ができます。

・2ch.sc 検索条件設定の場合

①検索対象は「本文とタイトル」又は「タイトル」の検索を選択する事がで

きます。

②ページの最終更新日は「24 時間以内」「１週間以内」「１ヶ月以内」

「３ヶ月以内」「6 ヶ月以内」「1 年以内」から選択して頂けます。

　

・Open2ch 検索条件設定の場合
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　①並びは「スレ作成順」「レス順」「勢い順」から選択して下さい。

　②レスは「すべて」「15 件以上」「30 件以上」「50 件以上」「100 件以

上」「500 件以上」「1000 件以上」から選択して頂けます。

・爆サイ検索条件設定の場合

①爆サイ検索では検索エリアの設定を行う事ができます。

「北海道版」「東北版」「関東版」「甲信越版」「北陸版」「東海版」「関

西版」「山陽版」「山陰版」「四国版」「九州版」「沖縄版」から選択して

下さい。
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トレンドリサーチ機能で,国内や国外の人気の話題やニュース記事の関連キー

ワードの検索や競合動画の検索が可能です。

■トレンド・キーワードから検索する
「トレンドリサーチ」タブを開くと、トレンドキーワードが画面左側に表示

されるので気になる話題をクリックします。

クリックすると話題に関係しているキーワードの組み合わせが表示され、

「競合動画検索」「掲示板の有無」「ニュース」の検索が可能です。
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５. トレンドリサーチ



ソフト右側に表示されている「掲示板」の「チェック」をクリックすると、

「掲示板サーチ機能」の「スレタイ検索」画面になるので、「スレタイ検

索」ボタンをクリックし、掲示板のサーチが可能です。

ニュース（Yahoo）ニュース（Livedoor）からそれぞれ「チェック」をク

リックすることでニュース検索が可能です。

・トレンド更新
　「トレンド更新」をクリックすると、現在表示されているトレンドキー

ワードを更新する事ができます。
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・キーワード追加

　トレンドキーワードランキングの他に気になるトレンドがある場合は、検

索するキーワードを入力し「キーワード追加」をクリックします。

「キーワードを追加」をクリックすると、検索したキーワードの詳細を調べ

る事ができます。

・競合動画検索
　「競合動画検索」をクリックすると、関連キーワードについて競合動画数

の調査が可能です。
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・トレンドサイト・海外トレンドサイト
　急上昇ワードを各サイト、海外サイト、人物毎に検索する事ができます。

急上昇ワードを（Yahoo,Google）又は人物関連のキーワードランキングで

調査可能です。

※海外トレンドサイトにチェックを入れて頂くことで、海外の人気ニュース

やトレンドを検索する事も可能です。
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本章では YouTube リサーチ機能についてご説明していきます。

YouTube の人気キーワードのサジェスト検索に加え、人気動画の詳細を調査

する事も可能です。

■サジェストを検索する

「YouTube リサーチ」→「サジェスト」タブから検索する事ができます。

日本語「あ～ぽ」アルファベット「a～ｚ」数字「0～9」にチェックを入れ

て頂く事で人気サジェストの調査ができます。

チェックボックスにチェックを入れ、「検索」ボタンをクリックします。

表示されている文字の左横の「▷」をクリックすると、サジェストが表示さ

れます。
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6.YouTube リサーチ



「あ～ぽ」「a～z」「0～9」にチェックを入れると、全ての項目にチェック

を入れる事ができます。

また、サジェストはキーワードボックスに入力し、検索する事もできます。
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■YouTube ランキングを検索する
「YouTube リサーチ」→「ランキング」タブより動画ランキングの検索を行

うことができます。

動画ランキングの更新を行いたい場合は「ランキング」タブの「更新」をク

リックしてください。
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■「リサーチ」から動画情報を検索する

「YouTube リサーチ」→「リサーチ」から動画情報の詳細を検索する事がで

きます。

リサーチ機能にてキーワードで検索すると動画一覧が表示されますので、詳

細欄にある「チェック」から動画情報の閲覧が可能です。

「チェック」をクリックすると下記表示になります。
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下記画像の

赤枠：タイトル、チャンネル名、再生回数、チャンネル登録数、公開日

青枠：紹介文

緑枠：タグ

にあたります。

※動画情報は「閉じる」ボタンで終了してください。
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4 章では履歴機能に関して説明していこうと思います。

YouTube チャンネルを設定して頂き、「読み込み」「動画一覧」機能を利用

する事ができます。

①読み込み

　→「読み込み」ボタンをクリックされますと、今までアップロードをされ

てきた動画一覧が表示され、「タイトル」「説明」「タグ」「視聴回数」

「評価」「コメント数」を確認する事ができます。

また、履歴機能にてソフト側からでも動画の編集を行う事が可能です。

動画情報を選択し、「右クリック」→「編集」で動画情報を再編集できます。

「削除」ボタンで、アドチューバー側からアップロードした動画の削除も可

能です。

49

7. 履歴



②動画一覧

　→アップロードした動画を一覧表示し、クリップボードに動画情報をコ

ピーします。
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5 章では予約投稿機能について説明していきます。

エディターで作成した動画を「予約投稿」した場合に、予約投稿されている

動画が一覧表示されます。

予約投稿の各機能についてご説明します。

①追加

　→動画ファイルを選択し、AdTuber から予約投稿することができます。

また、AdTuber 以外で作成した動画ファイルもソフト側から投稿が可能

です。
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②プレビュー

　→予約投稿済みの動画をプレビューにて、投稿前に確認する事が可能です。

③時間変更

　→予約投稿済み動画の日時をを変更する事ができます。
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④今すぐ投稿

　→「今すぐ投稿」ボタンをクリックする事で、予約投稿されている動画を

瞬時に投稿する事ができます。

⑤削除

　→選択された予約投稿動画を削除する事ができます。

⑥投稿済み動画を削除

　→「投稿済み動画を削除」ボタンをクリックすると、「投稿成功」済みに

なっている動画が全て削除されます。
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⑦クリア

　→「クリア」ボタンをクリックしますと、予約投稿一覧に表示されている

予約投稿動画を全て削除します。
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AdTuber ソフト右上にある「ヘルプ」から以下機能がご利用頂けます。

サポートメール：

お客様の「お名前」「メールアドレス」「お問い合わせ内容」を記入し、送

信されますと弊社サポートセンターへお問い合わせをする事ができます。

ヘルプ：

「ヘルプ」をクリックすることで弊社サポートページへアクセスします。

ライセンス再入力：

ライセンスキーの再入力をする事ができます。
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