


30days Album について

30days Album（サーティーデイズ アルバム） は、あなたの大切な写真や動画を、安心
して共有できるインターネットサービスです。

結婚式、旅行、同窓会。

いろいろなイベントで撮影した写真が、カメラやパソコンに眠ったままになっていま

せんか？

30days Album なら見てほしい友達や家族にだけ、写真を見せることができます。

遠く離れた家族に、お子様の写真を見てもらうことも簡単です。

この「30days Album の教科書」では、

30days Album を使って写真を共有したい方（アルバムを作成される方）
共有されたアルバムの写真を見る方（アルバムを共有された方）

に向けて、30days Album の使い方をご紹介します。
 



【PC版】アルバム管理者編

PC版

アルバム管理者編

この章では 30days Album でアルバムを作成したり、
写真を共有する方法をご紹介します。



オンラインアルバムを作成しよう

30days Album では思い出の写真や動画を一つのオンラインアルバムにまとめることができ
ます。

結婚式、旅行、色々なイベントで撮った写真を共有するのにぴったりです。

また、作ったアルバムをみんなで見てもらうだけでなく、写真を追加してもらったり、コメ

ントを書いてもらうこともできます。

早速、アルバムを作ってみましょう。

オンラインアルバムを作成しよう

まずは、 http://30d.jp/ にアクセスし、マイページにログインします。

アルバムに追加したい写真を選択する

1. マイページの「オンラインアルバム」にアクセスします。

http://30d.jp/


http://30d.jp/manage/albums/
2. ページ上部にある『新しいアルバムを作成』ボタンをクリックします。

3. 『写真を選択』ボタンをクリックします。

4. ファイルを選択するウィンドウが開きますので、アルバムにアップロードしたい写真
を選択します。

ヒント

[Shift]キーを押しながらアップロードしたい写真をクリックするか、写真ファイルの名前上

http://30d.jp/manage/albums/


でドラッグすると複数の写真を一度に選択できます。

5. 写真のアップロードが完了したら、『次へ進む』ボタンが赤くなるので、クリックし
て次に進みます。



オンラインアルバムのタイトル・合い言葉を設定する

アルバムのタイトルや閲覧に必要となる「合い言葉」を設定します。

この設定が完了すると、アルバムの作成は完了です。



1. アルバムのタイトルを入力します。
「●●旅行」「〇〇の結婚式」など、何のアルバムかが分かりやすいタイトルをつけ

るとよいでしょう。

2. アルバムの合い言葉を利用する場合は、合い言葉を入力します。
合い言葉を設定しない場合は「合い言葉を利用しない」を選択します。

3. アルバムの共有期間を確認します。

ヒント

[30日間]を選択してアルバム作成しても、後から期間延長を何度でも行うことが可能です。

4. 必要な設定がされると『アルバムを保存』ボタンが赤くなるのでクリックします。

おつかれさまでした！

これでアルバムを作成することができました。

作成したアルバムを確認する



『アルバムを確認』ボタンをクリックすると、作成したアルバムを表示します。

アルバムのURLや合い言葉等の情報は、いつでもマイページで確認することができ
ます。

ヒント

写真が「Now Printing」と表示される場合は、処理中ですのでしばらく待ってから再度表示
してください。

(通常は数分以内に写真が表示されますが、アクセス状況によりさらに時間がかかる場合が
あります）

つづいて、アルバムを他の人に見て見らう方法をご紹介します。



作成したアルバムを共有する

作成したアルバムの「URL」と「合い言葉」（設定した場合）の2つを見せたい人に教える
ことで、アルバムを共有することができます。

アルバム情報の確認方法

アルバム作成完了画面と、マイページから確認する2つの方法をご紹介します。

1.アルバムの作成完了時にアルバム情報を確認する

1. アルバムの保存が完了すると、画面に「アルバムの情報」が表示されます。
2. 『アルバムの情報をコピー』ボタンをクリックすると必要な情報がコピーされます
ので、その情報をメールやSNS等を通じて教えましょう。

3. メールや Twitter / Facebook などのボタンも必要に応じてご利用ください。



2.マイページでアルバム情報を確認する

1. マイページの「オンラインアルバム」にアクセスします。
http://30d.jp/manage/albums/

2. 作成したアルバム一覧ページが開きます。
3. 共有したいアルバムの項目にある『アルバムを友達に教える』ボタンをクリックし
ます。

4. アルバムのURLや合い言葉が確認できます。表示された「URL」と「合い言葉」をメ
ールやSNSで教えましょう。
『アルバムの情報をコピー』ボタンをクリックすると必要な情報をコピーできます。

http://30d.jp/manage/albums/




作成したアルバムに、さらに写真を追加しよう

作成したアルバムに、後から写真を追加することができます。

30days Album は管理者以外の人も自由に写真を追加することが可能です。

写真をさらに追加する

1. 写真を追加したいアルバムを表示します。
アルバムのURLが分からないときは、マイページのアルバム一覧を確認します。
http://30d.jp/manage/albums/

2. アルバムページ上部にある『このアルバムに写真を追加』ボタンをクリックします。

3. ファイルを選択するウィンドウが開きますので、アルバムにアップロードしたい写真
を選択します。

ヒント

[Shift]キーを押しながらアップロードしたい写真をクリックするか、写真ファイルの名前上
でドラッグすると複数の写真を一度に選択できます。

http://30d.jp/manage/albums/


4. 選んだ写真が順番にアップロードされますので、アップロード完了までしばらく待ち
ます。



5. 入力が完了したら、『写真を追加』ボタンをクリックします。

6. ページが更新され、写真が追加されました。





アルバムに動画を載せよう

動画をアルバムに追加する場合は、アルバムに直接データをアップロードするのではなく、

あらかじめフォトストレージにアップロードする必要があります。

そのため、【1】フォトストレージに動画をアップロード【2】アップロードした動画をアル
バムに追加 という流れになります。

【1】動画をフォトストレージにアップロードする

1. マイページの「フォトストレージ」にアクセスします。
http://30d.jp/manage/library/#list/

2. 『写真・動画を選択』ボタンをクリックします。

http://30d.jp/manage/library/#list/


3. アップロードしたい動画ファイルを選択します。

4. これで動画のアップロードが完了しました。



【2】動画をアルバムに追加する

1. アップロードされた動画を個別表示します。

2. 『アルバムに公開』ボタンをクリックすると、どのアルバムに動画を公開するか選択



する画面が表示されます。

3. すでに作成済のアルバムであれば、リストから該当のアルバムを選択して『このアル
バムに公開』をクリックします。

4. 新しいアルバムを作成して、そこに公開することもできます。



5. 公開が完了したら該当のアルバムにアクセスし、動画が公開されているかを確認し
ます。





メールで写真を追加する

30days Album では、メールを使ってアルバムに写真を追加することもできます。
アルバムごとに用意された専用のメールアドレスに写真を添付したメールを送信すると、誰

でもアルバムに写真を追加することができます。

投稿用のメールアドレスを共有して、他の人にも写真を投稿してもらいアルバムを充実させ

ましょう。

投稿用メールアドレスを確認する方法

1. マイページの「オンラインアルバム」をクリックします。
2. アルバム一覧から、写真を投稿したい（してもらいたい）アルバムの右上にある『ア
ルバムを友達に教える』ボタンをクリックします。

3. 「アルバムを共有する」ウィンドウが表示されます。
「メールで投稿」の下に投稿用メールアドレスが表示されていますので、こちらをご

利用ください。



投稿用メールアドレスを友達に教える方法

1. 『投稿用アドレスをコピー』ボタンをクリックします。
このボタンをクリックするだけで投稿用メールアドレスをコピーすることができ

ます。



2. メールやSNSにコピーした投稿用メールアドレスを貼り付けてみんなに知らせまし
ょう。



【PC版】アルバム閲覧者編

PC版

アルバム閲覧者編

この章では、30days Album で作成されたアルバムを見たり、
写真をダウンロードする方法について紹介しています。



共有されたアルバムを見る

30days Album で作成されたアルバムのURLが送られてきたけど、どうすればいいの？
という方に向けて、30days Album PC版の基本的な操作方法をご紹介します。

共有されたアルバムを見る

1. メールやSNSを通じて送られてきたアルバムのURLにアクセスします。
アルバムのURLは、http://30d.jp/特定のID/数字  の形式です。
例）http://30d.jp/sample/1

2. 合い言葉が設定されている場合は、合い言葉を入力する欄が表示されます。
ここに教えてもらった合い言葉を入力しましょう。

合い言葉が設定されていないアルバムもあります。その場合はすぐにアルバムの写真

が表示されます。

3. 合い言葉を入力したら、『アルバムを見る』ボタンをクリックします。
入力した合い言葉が正しければ、アルバムの写真を見ることができます。



アルバムの写真の見方

30days Album のアルバムには、様々な方法で写真を楽しむ機能が用意されています。

アルバムの写真を確認する

アルバムの合い言葉が確認されると、写真が表示されます。

写真は撮影日順に古いものから並んでいます。

写真サイズによって表示方法を変更できます。表示形式からお好みの形式でご覧くだ

さい。

一覧の並び順を新しい順にしたいときは、「表示順序を変更」から、撮影日順▼（新

→古）を選択してください。



写真をクリックするとさらに大きなサイズで表示することができます。

写真の左右に表示されている矢印で次の写真を表示することができます。

キーボードの左右の矢印キーでも写真の切り替えができます。

スライドショー機能を使うと、写真の切り替えを自動的に行なうこともできます。





共有されたアルバムに自分の写真を追加する

30days Album の特長として、アルバム作成者以外の人もアルバムに写真を追加することが
できます。

例えば、結婚式や旅行など、同じイベントで撮った写真を追加することで、様々なシーンの

写真を一つのアルバムで楽しむことができます。

共有されたアルバムに自分の写真を追加する

1. 写真を追加したいアルバムを開きます。
2. アルバムページ上部にある『このアルバムに写真を追加』ボタンをクリックします。

3. 写真をアップロードするウィンドウが開きます。
4. 追加したい写真を選んで『開く』ボタンをクリックします。

ヒント

[Shift]キーを押しながらアップロードしたい写真をクリックするか、写真ファイルの名前上
でドラッグすると複数の写真を一度に選択できます。



5. 選んだ写真が順番にアップロードされますので、アップロード完了までしばらく待ち
ます。



6. 写真のアップロードが全て終わったら、ページ右側にある「あなたの名前」と「削除
パスワード」を入力します。

「削除パスワード」の入力は必須ではありませんが、後で写真を削除したくなったと

きに必要となりますので、入力しておくことをおすすめします。

7. 入力が完了したら、『写真を追加』ボタンをクリックします。

8. ページが更新され、写真が追加されました。



写真やアルバムにコメントを残そう

30days Album のアルバムには、2つのコメント方法が用意されています。
アルバムへのコメントと、写真一枚一枚に対するコメントです。

アルバム全体に対するコメントをする

1. アルバムページ右上部にある『アルバムへのコメント』ボタンをクリックします。

2. アルバムのコメント欄が開きます。
※ 管理者の設定でコメント欄が非表示の場合もあります。

3. コメントの入力欄に「名前」「削除パスワード」「内容」をそれぞれ入力します。
「削除パスワード」はコメントを削除する時に使用するパスワードです。

4. 『コメントを投稿』ボタンをクリックします。



5. ページ左側の「このアルバムについたコメント」欄で自分のコメントが投稿されたこ
とが確認できます。

写真一枚に対してコメントする

1. コメントをつけたい写真をクリックし、個別の表示画面にします。
2. アルバムのコメント欄が写真の下に表示されます。
※ 管理者の設定でコメント欄が非表示の場合もあります。



3. コメントの入力欄に「名前」「内容」「削除パスワード」をそれぞれ入力します。
「削除パスワード」はコメントを削除する時に使用するパスワードです。

4. 『コメントする』ボタンをクリックします。

5. 「この写真へのコメント」に自分のコメントが投稿されたことが確認できます。



投稿したコメントを削除するには

1. 自分が投稿したコメントの右下にある「このコメントを削除」をクリックします。



2. コメントを投稿する時に設定した「削除パスワード」を入力して『削除する』ボタン
をクリックします。

3. これでコメントが削除されます。

削除パスワード未設定のコメントを削除したい場合

削除パスワードが分からなくなった場合



上記のようなケースは、アルバムを作成された管理者の方へ削除を依頼してください。



アルバムの写真をダウンロードする（個別・一括）

アルバムの写真を手元に残しておきたい、というときはダウンロード機能をご利用ください

。

※ 管理者の設定によりダウンロード機能が利用できない場合もあります。

一括ダウンロードなら、アルバムに投稿されたコメントのデータも一緒にダウンロードする

ことができます。

一括ダウンロードの方法

1. アルバムページ上部にある『アルバムをダウンロード』ボタンをクリックします。

2. 「アルバムのダウンロード」ページが開きます。
3. ダウンロードするデータの準備が整うと「ダウンロードファイルの作成が完了しま
した！」というメッセージが表示されるので『OK』をクリックします。

4. 『データをダウンロード』ボタンをクリックします。



※ ダウンロードできる写真のサイズには、「モニターサイズ」と「オリジナルサイズ」の2種類ご
ざいます。アルバムによって、ダウンロードできる写真のサイズは異なります。

5. 「archive.zip」という名前のzipファイル（圧縮ファイル）がダウンロードされます。

6. ダウンロードしたzipファイルの中身を確認します。確認の際に、圧縮ファイルの解
凍ツールが必要な場合があります。

7. 解凍されたフォルダの中に写真が入っています。
8. 写真にコメントが寄せられている場合は、「comment.html」というファイルが同梱さ
れています。

このhtmlファイルをブラウザで開くことで、コメントの内容も見る事ができます。



個別ダウンロードの方法

1. アルバムの表示サイズを、 一覧（中）か、 個別（大）にします。
2. 写真の下に 「ファイルを個別ダウンロード」というリンクがあります。これをクリッ
クすると、写真のダウンロードがすぐに行われます。

一覧（中）で表示した場合



個別（大）で表示した場合



奥付

30days Album の教科書
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