
Memoria Dreamご利用方法

【１】推奨環境

【２】商品選択

【３】ご利用のステップ
　　　1. サインインする
　　　2. 画像を選ぶ
　　　3. 編集する
　　　4. 注文する



Memoria Dreamはインターネットブラウザを使用してご利用いただくサービスとなります。
（スマホはご利用できません）下記の推奨環境でご利用ください。

＜ハードウェア＞
メモリ ： 2GB（４GB以上を推奨）

・HDD ： 2GB以上（10GB以上推奨）の空き容量が必要
・モニター ： 1024×768（XGA）ピクセル以上の解像度
※XGAより低い解像度の場合、操作に必要なボタンが隠れ、注文が出来ません。
※タブレットでの編集時は、横表示でご使用してください。表示が崩れた際は向きを変えてください。

・回線速度 ：　ブロードバンド回線（ADSL以上推奨）
※ファイヤーウォールやプロキシサーバーなどの特別なセキュリティー設定をしている場合は注文できない可能性があります。
※また、モバイルルーターでは注文できない可能性があります。

＜OS＞
【Windows】

Windows Vista / Windows 7 (32bit / 64bit) / Windows 8 (32bit / 64bit) / Windows 10 （x86 または x64 アーキテクチャのみ）
【Mac】

Mac OS X 10.4.x / Mac OS X 10.5.x / Mac OS X 10.6.x / Mac OS X 10.7.x / Mac OS X 10.8.x / Mac OS X 10.9.x / Mac 
OS X 10.10.x

※Windows及びMac OS Xは、純正のOSのみ。
※仮想環境やエミュレーションでの動作は保証しません。
※Mac OS Xは、純正のApple Macコンピューターのみでサポート。
※PowerPCアーキテクチャはサポートしていません。

＜ブラウザ＞
【Windows】

Chrome 最新 （28以降）　/ Firefox 最新（23以降）　/Internet Explorer 10　/Internet Explorer 11　/Microsoft Edge最新
（20.10240）

【Mac OS】
Chrome 最新 (28以上) 　/Firefox 最新 (23以上) 　/Safari 6 ～ Safari 9
※Chromeではツールバーの表示位置が下段になる場合があります。
※FireFoxではメニューの表示順が変わる場合があります。

はじめに　推奨環境【１】推奨環境



ご利用のステップ

最初にMemoria Dreamサイトで商品を選びボタンをクリックします。

【２】商品選択

《 Memoria Dreamサイトへの進み方》

③ページ下の方へスクロールすると下記表示がでてきます。
①TOPページバナー
「フォトブック」をクリック。

②このバナーをクリック。

④こちらの商品ボタン
をクリックしてください。



ご利用のステップ

商品選択後、下記の順番で手続きを行います。

【３】ご利用のステップ



１）商品ボタンを押すと、「サインイン」画面ページに進みます。
　      ※作り始めてから、途中で他のサイズの商品に変更することができません
　　　　　　のでご注意ください。

２）サインイン画面で「登録」ボタンをクリックし、アカウントを作成します。
　　　　※ 「ユーザー名」と「パスワード」は英数5文字以上にしてください。
　　　　※2回目以降は登録したユーザー名とパスワードを入力し「サインイン✓ 」
　　　　　　ボタンで、編集画面に遷移します。

３） 「アカウントを作成する」画面で必要事項に記入し、個人情報の
　　　取り扱いについてをお読み頂き、❐にチェックを入れ、「アカウントを
作
　　　成する✓」ボタンを押してください。

　   ①　名字：姓を記入
   　②　名前：名を記入
　   ③　ユーザー名：任意に決めて登録
　   ④　パスワード：任意に決めて登録
　   ⑤　Eメール：注文完了メール、お渡し準備メール等が送付されるメールアドレス
　　　 　【重要】
　　　　　※「ユーザー名」と「パスワード」は再編集や注文時に必要になりますので、
　　　　　　忘れないよう、必ずメモ等に控えてください。

【３】１．サインインする



１）左上の　　　　　　　　　　アイコンをクリックします。

２）画面中央に画像を追加するアイコンが現れ、
　　　「アップロード」ボタンをクリックしてフォルダを選択します。
　    ※「既存のプロジェクトから」ボタンは、既に作成したプロジェクトで
　　　　　アップロードした画像を使用できます。

３）フォルダから必要な画像を選び、「開く」をクリックします。
　     ※対応している画像形式はJPEGのみ

【３】２．画像を選ぶ

４）画像がアップロードされます。



１）編集　　※各ボタンについては＜編集機能編＞をご参照ください。

　　　＜主な操作＞
　　　　　①「レイアウト」ボタンをクリック

　　　　　②レイアウト選択してドラッグ＆ドロップで貼付け

　　　　　③画像選択してドラッグ＆ドロップで貼付け

　　　　　④画像ボックスに画像が配置されます

　　　　　画像の配置、トリミングや文字の編集などを行い、
　　　　　全ページ完成させます。

　　　　　　　　と　　　　　　　を繰り返しながら編集するのがお勧めです。

【３】３．編集する ①

②

③

④



２）保存とログアウト

　　【重要】
　　※自動保存はされません。「保存」しないでログアウトすると編集した内容が消えてしまいます。
　　※ブラウザの「戻る」「閉じる」等のボタンで終了した場合は、正常に保存できない場合がありますので、
　　　　必ず「ログアウト」して終了してください。

　　　①「保存」ボタンをクリックします。
　　　　　保存していないプロジェクトの場合は、
　　　　　プロジェクト名を付けて保存します。
　　　　（保存後はボタン不活性化されます）

　　　②　　　　　　　ボタンで「ログアウト(保存なし)」
　　　　　を選択します。

アカウント名

①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②



３）ログアウト後の再編集

　　　①新規アカウント作成時に送信されるお知らせ
　　　　メールにある「マイアカウントへのURL」をクリック
　　　　します。
　　　　　　※メール見つからない場合は以下のURLをブラウザで入力してください。
　　　　　　　　https://pb.dreampages.jp/Branding/SAEDA

　　　②最初の「サインイン」画面で登録していただいた
　　　　「ユーザー名」と「パスワード」を入力して
　　　　　　　　　　　ボタンをクリックします。

　　　③「オンラインプロジェクト」をクリックします。

　　　④プロジェクトを選択(クリック)して
　　　　　　　　　　　　　ボタンをクリックします。

　　　　その後、編集画面が表示されます。

①

②

③

④

〇〇〇〇

*****
*************



注文手続きを開始する
１）編集画面　右上部の　　　　　　　　　ボタンをクリックします。

２）確認画面が現れます。
　      ◆「注文へお進みください」表示
　　　　　　　そのまま　　　　　　ボタンをクリックします。

　      ◆「もう少しで完成です！」表示
　　　　　　内容を確認し、必要あれば「編集を続ける」で修正し、
　　　　　　問題なければ　　　　　　ボタンをクリックします。

３） 「プロジェクト名」を記載する画面でプロジェクト（作品）名を記載し、
　　　　　　　　ボタンをクリックすると作品が保存されます。

４）アカウントの詳細情報を入力します。
　    入力必須項目（＊印）を入力し「変更」ボタンをクリックします。

【３】４．注文する



①数量の変更
※2冊以上の場合、数量を変更後、必ずその右にある青く丸い
アイコンをクリックして金額が変わったことを確認して下さい。

②仕上がりの選択
「グロス」「マット」「ナチュラル」
から選択します。
※変更しない場合は「ナチュラル」
　　になります。
※フォトブック210スクエアは
　　「マットホワイト」のみになります。

決定後「続ける」ボタン

５）数量と仕上がりを決定します。

６）受取り店舗を選択します。

「店舗選択」ボタンをクリックす
ると店舗選択画面が表示さ
れます。

スクロールしてご希望店舗を
選択してください。

決定後「続ける」ボタン

①

②

店舗選択画面

仕上がり選択画面



注文手続き７）注文の最終確認

注文内容に間違いがないか確認後、規約のチェックボッ
クス(最下段左側)にチェックを入れます。

最後に　　　　　　　　　　　　　　ボタンをクリックします。
【重要】
※「オーダーを確定する」ボタンをクリックすると、注文の　
　　キャンセルは行えません。

◆注文受付画面が表示され注文番号が表示されます
。
　　注文番号　【 PB******** 】　
　　　　　　　　　アルファベット2桁　数字8桁　計10桁
　
◆登録されたメールアドレスに注文受付メールが送付さ
　　れます。

◆後日お渡し準備のお知らせメールが届きましたら2～
　　3日後に店舗でお支払い・お受け取りできます。
【重要】
※商品お受け取りには、必ず注文番号が必要です。
　　お渡し準備のお知らせメールをプリントするか注文
　　番号を控えてください。
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