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※Windows 10 Technical Preview版（32 / 64bit）で動作検証しました。
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動作環境・ご注意

対応パソコン OS について

メーカーサポートを受けられるWindows パソコン

対応 OS

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP

CPU

Intel プロセッサ 2GHz 以上（または同等の互換プロセッサ）

メモリ / ビデオメモリ

2GB 以上 / 128MB 以上

ディスプレイ

1024×768 以上の解像度
色深度 32bit True color 以上表示可能なもの

CD-ROM

倍速以上

ハードディスク

1GB 以上の空き容量 (インストール時 )
※これ以外にシステムドライブ上に変換作業用の空き容量やデータ保存の為の空き
　容量が必要です。
※.Net Framework 2.0 および 3.5 をインストールする際の空き容量を含みます。 

その他

・ブロードバンドインターネット接続環境必須
・iTunes 11 以上
・QuickTime 7 以上
・Internet Explorer 9 以上
・.Net Framework 2.0 / .Net Framework 3.5
・内部録音または外部録音可能な環境
・保存したファイルの再生が正常に動作している環境

保存形式

＜動画 ダウンロード 保存 5＞
保存形式：動画　MP4 / MPEG1 / MOV / FLV　音声　MP3
＜ダイレクト録画ツール＞
保存形式：動画　MP4　音声　MP3
＜ファイル結合ツール 2＞
読込形式：MP4 / MPEG1 / MOV / FLV / MP3 / WAV
保存形式：MP4 / MPEG1 / MOV / FLV / MP3 / WAV

※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。
　また弊社ユーザーサポートも対象外です。
※日本語版OSの32bit 版専用ソフトです。
※Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 64bitでは、WOW64(32bit 互換モード)で動作します。
※Windows 10 / 8.1 / 8 では、デスクトップモードのみ対応です。

動作環境について
※画面の解像度が 1024×768 未満、画面の文字サイズ設定が規定サイズ以外
　の場合は、本ソフト及び付属ソフトの画面が正常に表示されません。 
※.Net Framework 2.0 は本ソフトに同梱されております。
※.Net Framework 3.5 は本ソフトに同梱されていない為、インターネットから
　ダウンロードしてください。
※WindowsOS によっては、.Net Framework 3.5 をインストールする必要が
　あります。
※ハードディスク空き容量を確認してから保存してください。

動画サイトについて

転送について

※日本で再生できる動画のみの対応となります。
※品質はダウンロード元の動画状態に依存します。実際の画質や容量は内容に
　よって異なります。
※YouTube 上の高画質の動画をダウンロードする際、高画質が存在しない場合
　は通常の動画がダウンロードされます。
※ニコニコ動画はコメントのダウンロードや保存されません。
※ニコニコ動画のご利用は、事前にアカウント情報の登録が必須となります。
※ニコニコ動画は標準画質でのダウンロードになります。
※FC2 動画のダウンロードは有料会員でないとダウンロードできません。
※対応動画サイト以外の動画や音楽 (音声 ) をダウンロードすることはできません。
※対応動画サイトのシステム改変が行われた場合、また、公開されている動画の
　構成によってはダウンロード及び変換作業等が行えない場合があります。
※パソコン上で画面キャプチャができない場合は、ダイレクト録画を行うことが
　できません。
※長時間のダイレクト録画を行うと変換に時間がかかり、パソコンに負担がかかる
　場合があります。
※ダイレクト録画の場合、パソコン上の映像と音声がそのまま録画される為、
　パソコン上の動作音なども一緒に入ってしまう場合があります。
※ダイレクト録画した動画によっては映像と音声にずれが生じる場合があります。
※ダイレクト録画できる画面サイズは縦横ともに4の倍数の画面サイズになります。
※DVD 再生プレイヤー上の動画をダイレクト録画することはできません。
※ダイレクト録画時の選択したコーデックにより画質が劣化する場合があります。

※転送機能をご利用になる場合は、事前に転送できる環境をご用意してください。

Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、.Net Frameworkは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
Intelはアメリカ合衆国および他の国におけるIntel Corporationの登録商標または商標です。Mac、Mac OS、iTunes、QuickTime、iPod、iPod touch、iPhone、iPad / iPad mini / iPad Airは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。
YouTube、YouTubeロゴ、Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。ニコニコ動画は株式会社ドワンゴの商標又は登録商標です。USTREAMはUstream Inc. の登録商標です。FC2動画はFC2 inc.の登録商標です。
WALKMANはソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。PSP、PS VITAは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。その他記載されている会社名・団体名及び商品名などは、各社の登録商標または商標です。
本製品は、株式会社デネットのオリジナル製品です。

最新情報はホームページを
ご確認ください http://www.de-net.com/

企画・販売

SINCE 1996

おかげさまで
デネットは 20 周年

NO.20150430-DE352catalogue

ユーザーサポート　048-669-9099　ask99pc@de-net.com
サポート営業時間　10：00～17：00 　（土・日、祭日、弊社指定休日を除く）

SINCE 1996

おかげさまで
デネットは 20 周年

製 品 名：動画ダウンロード保存 5

本体価格：3,990 円（税抜）

製品型番：DE-352

パッケージの内容も併せてご確認ください



対応動画サイト 直感的な操作 でダウンロード パソコンに保存

Dailymotion

高画質
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標準
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画質
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一般
アダルト
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動画サイトを
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大人気動画サイト をパソコンに保存

MP4 MPEG1

MOV FLV

※保存動画を再生するには別途再生環境が必要

パソコンに保存して、ゆっくり
動画を楽しむ

モバイル機器サイズで保存 + 自動転送 パソコンの画　面を見たまま録画 動画の音楽だけを抜き出す

パソコン上で再生
している映像を、
見たまま録画
生放送番組などを
保存可能

動画の音楽だけを抜き出して
音楽形式で保存

iPod / iPod nano / iPod touch / iPhone / 
iPhone6 / iPhone6 Plus / 
iPad / iPad mini / iPad Air

Android　搭載 スマートフォン
Android　搭載 タブレット

PSP / PS VITA
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※動画はiTunesへ転送されます。
　各機器への転送は手動です。

※予め転送できる環境を
　準備ください。

※PS VITAは自動転送できません。転送は手動です。

（Android搭載WALKMANは「Android搭載スマートフォン」で保存してください）

著作権法改正により違法ダウンロードが刑罰化となります。
有償著作物や違法配信の動画・音楽をダウンロードした場合の責任は一切負いかねます。
著作権法を遵守してお使いください。

FC2

アーカイブ
のみ対応

人気動画サイトの
動画を保存
※YouTubeの著作権保護されている動画は
　（公式チャンネルやストリーミング配信）
　ダウンロードできません。
※FC2は有料会員アカウントが必要です。
※ニコニコ動画のコメントは保存されません。
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