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最短 2 分でできる！ 

HTML5 Web アニメーション制作ソフト 

『WebAnimator Plus 2 

(ウェブアニメータープラス 2)』⽇本語版 

新発売のお知らせ 
 

 
〜 マウスだけでかんたんに Web アニメーションが制作できる！〜 

 

 

株式会社 LODESTAR JAPAN(本社：東京都港区)は、

ドイツ soft-evolution 社、イタリア INCOMEDIA 社が

開発する HTML5 & Gif アニメーション制作ソフト

『WebAnimator Plus 2(ウェブアニメータープラス 2)』

⽇本語版を 2017 年 2 ⽉ 13 ⽇(⽉)に発売しました。 

 

⽇本公式サイトでは、WebAnimator Plus 2 の⽇本発

売を記念して、「2,000 円割引キャンペーン」を実施

するほか、ホームページビルダー等のホームページ作

成ソフトをお持ちの⽅向けの優待版もご⽤意しました。 

 

⽇本公式サイト URL：	http://webanimator.jp	

 

 



WebAnimator Plus 2 とは？ 

 

■ 難解なコーディングの知識は不要！ 

「WebAnimator Plus 2」は、すべての Web ユーザーが簡単に最新技術の HTML5 Web ア

ニメーション制作ができるようにつくられています。 

 
本来、HTML5 アニメーションを制作するには、HTML5/CSS3/Javascript などのコーディング

（プログラミング）の知識が必要ですが、「WebAnimator Plus 2」を使⽤すれば、コーディン

グの知識は必要なく、マウスベースの簡単操作でアニメーションを制作することができます。 

制作したアニメーションは、インターネット上で公開することができます。動きのあるイラスト

やバナーを制作し、既存の Web サイトへ組み込むことも可能です。 

 

 
 

 

 

 

 



■ スマホでも動く 

「WebAnimator Plus 2」は、HTML5 でアニメーションを制作します。 

iPhone や iPad のブラウザは Adobe(R)Flash(R) Player に対応していないため、Flash を使っ

た動画を⾒ることができませんが、HTML5 アニメーションは、特別なアプリを使わずにスマート

フォンやタブレットのブラウザでそのまま再⽣することができます。 
 

■ バナーや、旅⾏先の写真でギャラリーも簡単 

「WebAnimator Plus 2」を使⽤すれば、動きのあるバナーも短時間で制作することができます。 

アイデア次第で、ギャラリー、スライドショーやプレゼンテーション資料などのアニメーション

も制作可能です。 

■ 動きのあるボタン作成も簡単 

通常時、クリック時、マウスオーバー時の 3 つの状態を指定するだけで、動きのあるボタンも 

かんたんに作ることができます。 

 

 

便利な機能 

 

■⼿順に沿って進めるだけで、プロ並みのスライドショーが作れる 
「WebAnimator Plus 2」には、アニメーションの「テンプレート」が複数⽤意されています。 

画⾯の指⽰に従って操作を進めるだけで、スライドショーなどを簡単に制作することができます。 

■ドラッグ＆ドロップでアニメーション効果を⼀瞬で追加 

「WebAnimator Plus 2」には、「ライブアニメーション」や「エフェクト」と呼ばれる複数の

アニメーション効果が登録されています。回転、移動などのライブアニメーションを、動かした

いオブジェクトにドラッグ＆ドロップするだけでアニメーション効果を追加することができます。 

 

 



■曲線に沿って動かす 

オブジェクトは、直線だけでなく曲線に沿って移動させることもできます。 

ハンドルをマウスでドラッグすれば、⾃由に曲線を変更することができます。 

■加速/減速で躍動感を出す 

加速/減速度合い（「イージング」効果）を調整することで、より躍動感のあるアニメーション

を作成できます。 

 

慣れてきたら、⾼度なアニメーションの制作も可能 

■	Web 制作会社や、個⼈事業主で Web 関連仕事をしている⽅も 

WebAnimator Plus 2 は簡単に作るだけでなく、スピーディーに Web アニメーショ

ンを制作することが可能です。⾼度なアニメーションも驚きの速さで制作できるので、

業務効率も上がります。 

 

■Web フォントの使⽤も簡単 

アニメーション中のテキストには、有名な Web フォント「Google Fonts」を適⽤可能。 

好きなフォントを簡単に指定することができます。 

■JavaScript  
「WebAnimator Plus 2」の API を使⽤して、JavaScript の関数を書くことができます。 

 

■複数シーン 
「WebAnimator Plus 2」では、「シーン」の中でアニメーションを制作します。複数の「シー

ン」を制作し、マウスクリックや時間経過などのきっかけでシーンを切り替えれば、より複雑な

アニメーションを制作することができます。 

 

 



■複数タイムライン 

1 つのアニメーション内に、タイムラインを複数持つことができます。マウスクリックや時間経

過など、特定のきっかけでタイムラインを切り替えることによって、より複雑なアニメーション

を制作することができます。 

WebAnimator Plus 2 動作環境 
 

• 対応 OS：Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 /10 (32 ビット/64 ビット対応)  

• メモリ：2GB RAM 

• その他：インターネット接続、受信可能なメールアドレス必須 

 

WebAnimator Plus 2 ダウンロード版 価格設定 

 

WebAnimator Plus 2 通常版  メーカー希望⼩売価格 13,000 円（税抜） 

WebAnimator Plus 2 優待版   メーカー希望⼩売価格 11,000 円（税抜） 

WebAnimator Plus 2 アカデミック版    2 ⽉下旬発売予定 予定価格 9,800 円（税抜） 

優待版について: ホームページビルダー、ホームページ V3、等のホームページ作成ソフトをお

持ちの⽅、Flash（R）作成ソフトをお持ちの⽅向けの優待版です。 

 

 

 

 

WebAnimator Plus 2 ⽇本公式サイト 

⽇本発売記念 2,000 円割引キャンペーン詳細 
 

WebAnimator Plus  2 ダウンロード版  

キャンペーン価格：11,000 円（税抜） 

キャンペーン期間：2017 年 2 ⽉ 10 ⽇（⾦）~  2017 年 3 ⽉ 30 ⽇（⽊）23:59 ⽇本時間 

ご購⼊ページ：http://www.webanimator.jp/store 



 

 

会社概要 
 

■soft-evoluation 社について 

ドイツ soft-evolution 社は、「次世代のソフトウェア開発」をモットーに、最新の技術をいち

早く取り⼊れ、ソフトウェア開発、モバイルアプリ開発、インターネットソリューションの分野

での次世代ソリューションを提供するソフトウェアデベロッパーです。 
 
■INCOMEDIA 社について 

1998 年に設⽴された INCOMEDIA 社は、イタリアのイブレア（Ivrea）を拠点とし、全世界に 

Web やモバイル分野でのソリューションを提供するソフトウェアデベロッパー＆サプライヤー

です。 
 
■株式会社 LODESTAR JAPAN について 

⽇本総代理店 株式会社 LODESTAR JAPAN 

所在地 〒107-0062 東京都港区南⻘⼭ 6-7-5 ドミール南⻘⼭ 803 

事業概要 PC ソフトウェア パブリッシング 

E コマースソリューションの設計 / 開発 

URL http://lodestarjapan.com 

製品に関するお問い合わせ http://webanimator.jp/support 

プレス関係者様お問い合わ

せ & プレス画像 

http://webanimator.jp/company/press 

  


