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スタート 

スタートアップガイド 

 

Leawo Blu-ray Playerスタートアップガイド 

 

100%無料 Blu-ray/DVD/ISO/4K動画/HD動画/音楽が再生 万能メディア再生ソフト 

 

 

Leawo Blu-ray Player のダウンロードとインストール 

 

➢ Step 1：Leawo Blu-ray Playerをダウンロード 

Leawo Blu-ray Playerのページからソフトウェアをダウンロードして下さい。 また

は以下のボタンをクリックして、Leawo Blu-ray Playerのプログラムもダウンロー

ドすることができます。 

 

 

対応 OS:Windows 7/8/8.1/10 

https://www.youtube.com/embed/gg0yhw6B2FA?start=108&feature=oembed


 

➢ Step 2：Leawo Blu-ray Playerをインストール 

ダウンロードしたファイル「blurayplayer_setup.exe」をダブルクリックして下さい。 

「ライセンス契約に同意する」右の緑矢印をクリックして、「使用許諾契約書」が出

現するので内容を確認出来、チェックに入れてください。 

 

そして、 アイコンをクリックするとインストール先を指定することができます。

デスクトップ上にショートカットアイコンを生成したい場合、チェックボックスをオ

ンにしてください。(不要な場合こちらのチェックボックスはオフにして下さい。)

「インストール」ボタンを押しソフトウェアのインストールを行いましょう。 

 

インストールが完了しました画面が出てたらインストールは大詰めです。Leawo Blu-

ray Playerを実行するにチェックが入っている場合、「完了」をクリックするとその

ままプログラムが起動します。今すぐ利用しない場合はチェックを外し「完了」ボタ

ンをクリックして下さい。 



 
 

 

簡単な紹介 

 

Leawo Blu-ray Playerを起動して、メインインターフェイスが表示されます。 

 

 

 

① Leawo Blu-ray Player の主な機能が用意されています。「ファイルを開く」では、Blu-

ray/DVD/ISO/4K・HD 動画/音楽音声など、任意のメディアファイルを再生することが



可能です。 

「変換」モジュールでは Blu-ray/DVD ディスクを 1：1 品質で MKV 形式に高速変換で

きます。 

② 動画再生中の設定ゾーンです。音量の調整バー、再生の停止、前/次のビデオへ、巻き

戻し/早送り、再生順位などのアイコンがあります。各設定はショートカットキーが

ありますのでぜひご活用ください。 

③ Leawo Blu-ray Playerを最大限利用するためには、Leawo Blu-ray Playerの使用前

にセットアップを整えることをお勧めします。Leawo Blu-ray Playerを最初に立ち上

げた際にすべてのプレファレンスを設定することができます。また、変更したい場合

は「プレーヤー設定」から変更することが可能です。 

 

④ いくつのお役に立ち機能のアイコンがあります。スクリーンショットキー、再生リス

ト、全画面表示アイコン、Leawo Blu-ray Playerを SNSでシェアすると Leawo 人気製

品をもらえることが用意されます。 

⑤ サイドツールパネルで、認証センター、プレーヤー設定、お問い合わせアイコンがあ

ります。1 クリックで製品ライセンスコードを認証でき、変換機能をその場で活用で

きます。また、Leawo Blu-ray Playerを使用中に何かご不明点やご意見・感想があり

ましたらぜひお手軽にご連絡ください。 

 

 

プレーヤー設定 

 

メインインターフェイスの右上にあるドロップメニューアイコンをクリック（ショットカ

ットキー：F5）、または右下にある車輪アイコンをクリックすると、プレーヤー設定パネ

ルを開くことができます。 

 



プレーヤー設定パネルでは、再生、変換、ファイルの関連付け、オーディオ出力、DVD＆

ブルーレイ、テキスト字幕、言語、スクリーンショット、スキン、電源管理、一般設定な

ど各種設定があります。 

 

 

1. 再生 

 



 

Render メソッド：Renderメソッドとは. 呼び出すテンプレート（ビュー）ファイルを指

定するメソッドです。自動認識、ソフトウェア、ピクセルシェーダー、DXVA、4 つの選択

肢があります。 

ハードウェアアクセラレーションを使用する（DXVA2）：デフォルトで有効（ON）になって

います。これを無効（OFF）にするには、右側の ◎ を青色(OFF)にします。 

このタブにチェックが付いたままでも問題なく動作するという場合は、ここにチェックを

入れたほうが映像処理が迅速に行われます。GPUが搭載されていないパソコンで、ここに

チェックを付けると、不具合が生じます。 

ディスプレイのリフレッシュレートを再生するビデオに合わせる：再生するビデオのフ

レームレートによって最適なディスプレイのリフレッシュレートを使用します。デフォル

トで無効（OFF）になっています。また、「常に使用する」「開始/停止する時に使用する」

の設定も選択できます。 

リフレッシュレート変更中はビデオの再生を一時停止する：「ディスプレイのリフレッシ

ュレートを再生するビデオに合わせる」で「常に使用する」または「開始/停止する時に

使用する」を選択する場合、このタブの設定が可能です。ディスプレイのリフレッシュレ

ートを変更するとき、再生するビデオの一時停止時間が設定できます。「オフ」や 0 秒～

20秒までの時間帯が選択できます。 

再生を同期して表示します：デフォルトで無効（OFF）になっています。右側の ◎ を白

色（ON）にしますと、ビデオの再生速度を変更することによってディスプレイのリフレッ

シュレートとビデオのフレームレートを強制的に同期して、画像が滑らかに流れているこ

とができます。だが音ズレが発生してしまうことがあります。そこで A/V同期の設定が必

要になります。 

A/V同期：音声周波数、ビデオ周波数（Drop/Dupeオーディオ）、ビデオ周波数（オーディ

オをリサンプル）の選択で映像と音声の出力タイミングを調整できます。 

黒枠を最小化するために、アスペクト比を調整：黒い枠をできる限り最小化するには、映

像のアスペクト比を 0～20％の間に設定することができます。最大値の 20％に設定する

場合、4：3の動画が 3.2:3.6 や 4.8:2.4の比率になります。 

4：3のビデオ解像度を変更：4：3比率のビデオの表示設定。「ノーマル」「ズーム」「4：

3 にストレッチ」「ワイドズーム」「16：9 にストレッチ」「元のサイズ」「カスタム」の各

種設定があります。お好きな表示画面を設定できます。 

Teletext を有効にする：右側の ◎ を白色（ON）にしますと、Teletextを追加すること

ができます。 

Teletext を 4：3にする：右側の ◎ を白色（ON）にしますと、Teletextを追加する時に

Teletextを 4：3に表示されます。 

 

2. 変換 



 

 

ビデオフォーマット：変換モジュール機能を利用して BD/DVDを MKV動画に変換すること

ができます。 

ローカルファイル保存先：BD/DVD を MKV 動画に変換したその MKV 動画の保存先。このタ

ブをダブルクリックすることで、変換済ファイルの保存されているロケーションを変更す

ることができます。 

 

3. ファイルの関連付け 



 

 

Leawo Blu-ray Playerと関連付けしたいファイルを設定できます。「すべて選択」で全て

の拡張子を一括にを選定できます。関連付けしたい拡張子を選択だけでも可能です。「適

用」をクリックすると設定完了です。 

 

4. オーディオ出力 



 

 

オーディオ出力：出力音声の設定。オーディオ出力デバイスや使用環境に応じてアナログ

音声とデジタル音声（光デジタル/同軸ケーブル）が選択できます。 

スピーカー調整：スピーカー出力の設定。スピーカーや使用環境に応じて、自動、2.0、

2.1、3.0、3.1、4.0、4.1、5.0、5.1、7.0、7.1、各種の出力チャンネルが選択できます。 

ダウンミックス時、音量レベルをブースト：ダウンミックスされた音声が出力されている

とき、ボリュームをブーストかどうかの設定で、最適な音声出力を調整できます。 

ステレオを全てのスピーカーへ出力： 

- オーディオ出力で「光デジタル/同軸ケーブル」を選択すると、ドルビーデジタル（AC3）

対応レシーバーを有効/無効に設定することができます。 

- オーディオ出力で「光デジタル/同軸ケーブル」を選択すると、DTS対応レシーバーを

有効/無効に設定することができます。 

- オーディオ出力で「光デジタル/同軸ケーブル」を選択すると、AAC対応レシーバーを

有効/無効に設定することができます。 

オーディオ出力機器：音声を出力する機器の設定。ヘッドセット、スピーカーなどのオー

ディオ機器を接続したときに、楽しめたいオーディオ出力機器が設定できます。 

GUIサウンドで再生：グラフィカルユーザインターフェースでの操作する時にサウンドが

あるかどうかの設定。デフォルトでは「再生が停止した時に」になっています。 

 

5. DVD＆ブルーレイ 



 

 

DVD/BD を自動再生：ソフトを実行する時に、DVD/BD ディスクを挿入すると自動に再生す

るかどうかを設定することができます。これを有効（ON）にするには、右側の ◎ を白色

(ON)にします。 

BD プレーヤーのリージョン設定：ブルーレイ機器のリージョンを強制的に設定する。ブ

ルーレイメディアと再生機器の両方に設定されていて両方が一致しないと再生に失敗に

しまうことがあります。一般にはデフォルトの「自動」に設定します。 

メニュースキップしてメインムービーを再生：Blu-ray/DVDを再生する時に直接にメイン

ムービーを再生するかどうかの設定。右側の ◎ を白色(ON)にしますと、次の再生から

Blu-ray/DVDのメニューをスキップしてメインムービーを再生することになります。 

 

6. テキスト字幕 



 

 

テキスト字幕用フォント：字幕テキストフォントが選択可能。必要に応じて arial.ttf と

teletext.ttfを設定することができます。 

サイズ：字幕表示サイズの設定。必要に応じて 16-72 までの字幕サイズが選択できます。

デフォルトでは 28のサイズとなっています。 

フォントスタイル：字幕表示時にフォントスのタイルの設定。フォントのスタイルをノー

マル、太字、斜体、太字 斜体に指定する際に使用します。 

色：字幕の色設定。デフォルトでは白色となっています。色を変更するには、右側にある

色（デフォルト白）をクリックします。色の設定のウィンドウが開きますので、お好みの

色を選択してください。 

フォントの種類：字幕用フォントの設定。外部から追加した字幕ファイルにもフォントの

設定に適用します。ただ一致に設定されていないと表示できないことがあります。「デフ

ォルト」に設定することをおすすめいたします。 

ASS/SSA テキスト字幕フォントを無効にする：右側の ◎ を白色（ON）にしますと、ASS/SSA

テキスト字幕フォントを無効にすることができます。 

テキスト字幕フォルダー：外部字幕を追加する設定。「テキスト字幕フォルダー」このタ

ブをクリックすると、字幕ファイルをインポートすることができます。 

テキスト字幕の位置：字幕の表示位置を調整。固定、再生画面の横下、再生画面外（黒い

枠）の横下、再生画面の横上、再生画面外（黒い枠）の横上に調節することができます。 

 

7. 言語 



 

 

プログラム言語：用意されている 15言語の中から、Leawo Blu-ray Playerの表示言語を

設定します。 

リージョン：プログラム言語によってリージョンを自動に認識できます。リージョンに対

する日付、時間が表示されます。 

フォントの種類：テキスト字幕項目の「フォントの種類」と同じな設定です。 

音声言語：再生時、優先的に使用する音声言語の設定。「デフォルトの言語」は PCシステ

ム言語と一致にします。「プログラムの言語と同じ」やほか様々な言語を選択できます。 

字幕言語：再生時、優先的に使用する字幕言語の設定。「デフォルトの言語」は PCシステ

ム言語と一致、また「プログラムの言語と同じ」やほか様々な言語を選択できます。 

 

8. スクリーンショット 



 

 

スクリーンショット形式：スクリーンショットの保存形式の設定。スクリーンショットし

た画像の保存形式は JPG、PNG、BMP形式から選択できます。 

保存先：スクリーンショットの保存場所の設定。「保存先」このタブをクリックすると、

スクリーンショットの保存先を任意に指定できます。 

 

9. スキン 



 

 

スキンテーマ：4つの内蔵スキンテーマが選択できます。このガイドでは 2番目のテーマ

を使用して各設定/操作を紹介します。 

カスタマイズした背景を利用する：メインインターフェイスの表示背景の設定。右側の 

◎ を白色（ON）にしますと、「背景データの保存先を開く」が有効になります。タブをク

リックすればローカルフォルダからお好きな写真を追加でき、メインインターフェイスの

背景に設定できます。 



 

 

10. 電源管理 

 

 

電源状態：使っている電源状態を表示します。Leawo Blu-ray Playerは現在 AC線の電源



状態に対応します。 

バッテリー保護を有効にする：ノートパソコンで Leawo Blu-ray Playerを利用する場合、

この設定が有効になります。バッテリー保護モードはデフォルトで無効になっています。

バッテリー保護モードを有効にするには、右側の ◎ を白色（ON）にします。そして、再

生を自動に停止するバッテリー残量やノーティフィケーションを表示するバッテリー残

量を設置できます。 

 

11. 一般設定 

 

 

本プログラムについて：Leawo Blu-ray Playerの使っているバージョン、サポートペー

ジ、ホームページなどの基本情報が確認できます。 

登録：クリックすると登録＆認証センターが出ています。ここで製品登録コードを入力し

て認証すると、Leawo Blu-ray Player製品版になり、変換モジュール機能が有効になり

ます。登録コードを持っていない場合、「購入」または「製品版」をクリックすると購入

ページへ飛びます。 

購入：このタブをクリックすると、Leawo Blu-ray Player プレミアム版を購入できるぺ

ーじへ飛び込みます。今なら 50％OFFで入手できますのでぜひお見逃しなく！ 

ヘルプセンター：「ユーザーガイド」「サポート」「不具合を報告」3つの部分があります。

-「ユーザーガイド」をクリックすると本ガイドページが出ています。 

-「サポート」をクリックすると Leawoサポートセンターページが開きます。FAQ、お問い

合わせ窓口など各サポートが用意いたします。 

-「不具合を報告」をクリックすると、バグレポート報告のウィンドウが出ています。Leawo 

Blu-ray Playerを利用中に何なバグ/不具合/問題がありましたら、ぜひ「不具合を報告」

をお手軽にご利用ください。お名前、メールアドレス、発生した不具合の詳細、できれば



再生する DVD/BDファイルをこちらに提出してください。弊社のサポートチームは 1 営業

日以内にお客様にご連絡いたします。 

アップデートをチェックする：現在の製品プログラムよりも新しいアップデートが提供

されていないか確認する機能です。新しいアップデートがある場合は、ダウンロードでき

ます。 

※アップデートの有無は、製品の起動時にも自動でチェックします。 

キャンペーンについて：Leawo Blu-ray Playerを各言語にローカル化する翻訳者を募集

いたします。このタブをクリックすると詳細な紹介が記載されるページを開きます。 

 

 

Blu-ray/DVD/ISO/動画/音声ファイルを再生 

 

万能なオールインワンメディア再生ソフトとして、Leawo Blu-ray Playerは最速の読み

込み速度や無損画質で最新リリースされた Blu-ray ディスク（BDMVも BDAVも）、Blu-ray

フォルダ、ISO ファイル、もちろん DVD ディスク/DVD フォルダ/ISO ファイルや各形式の

ビデオ（1080P HD 動画）、MKV/MP4/TS 4Kビデオをオリジナル画質（音質）で完璧に再生

可能。ここでは、Leawo Blu-ray Playerを利用して各メディアを再生する方法を紹介し

ます。 

 

Blu-ray/DVD ディスクを再生 

 

市販・番組録画・レンタル・海外製・自作のブルーレイや DVDを Leawo Blu-ray Player

で再生する方法をご案内します。 

 

➢ ステップ 1：Leawo Blu-ray Player をダウンロード＆インストール 

Leawo Blu-ray Player 無料ダウンロード 

 

対応 OS:Windows 7/8/8.1/10 

 

➢ ステップ 2：ソース Blu-ray/DVD ディスクを読み込みする 

DVD/ブルーレイ映画を再生する場合は、Leawo Blu-ray Playerを起動後、DVD/ブル

ーレイディスクをドライブに挿入します。ソフトが自動的に DVD/ブルーレイディス

クを認識出来ます。Leawo Blu-ray Playerのメイン画面に、認識されたディスクが

表示されます。 



 

 

※ご注意: 

DVD フォルダを再生しようとしている場合は、「Thor/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO」のよ

うな、DVDフォルダの「VIDEO_TS」フォルダ内の IFOファイルを選定する必要があり

ます。ブルーレイフォルダを再生したい場合は、「\BDMV\STREAM\00000.m2ts」のよう

な、BDMV フォルダのストリームフォルダの.m2ts ファイルを選定する必要がありま

す。 

 

➢ ステップ 3：DVD/ブルーレイディスクを再生する 

ブルーレイ/DVD ビデオのディスク情報をクリックすると、ブルーレイ/DVD を再生し

ます。右側の「再生リスト」（ショットカットキー：F3）をクリックすると、タイト

ルが表示されます。 



 
 

この 3 つのアイコンで、再生リストにファイルを追加、再生リストから

ファイルを削除、再生リストのファイルを一括に削除することができます。 

 

➢ ステップ４：再生設定を行う（オプション） 

よりいい鑑賞体験を得るために、再生画面を右クリックするか、または再生画面のト

ップにアクセスして、字幕、ビデオ、オーディオ設定をお好みに行えます。 

 

・ 字幕設定 

 

再生中に、再生画面を右クリックして「字幕」を選択するか、または画面の左上隅に

ある「字幕」アイコン をクリックすれば、「字幕を有効にする」、「字幕のタイミ

ング調整」、「字幕の選択」、「テキスト字幕の取得」の字幕設定ができます。 



 
 

・ ビデオ設定 

 

再生中に、再生画面を右クリックして「ビデオ」を選択するか、または画面の左上隅

にある「ビデオ」アイコン をクリックすれば、ビデオの設定ができます。 

 
 

・ オーディオ設定 

 

再生中に、再生画面を右クリックして「オーディオ」を選択するか、または画面の左



上隅にある「オーディオ」アイコン をクリックすると、オーディオの設定がで

きます。音量の大きさ、オーディオオフセット、オーディオ出力など各設定をお好き

に設置できます。なお、ほかの動画にこの設定を適用するには、「全ての動画のデフ

ォルト設定として保存」をクリックして、記載内容を確認出来たら「はい」をクリッ

クすればよいです。 

 
 

 

ISO ファイルを再生 

 

ISOファイルは、DVDや Blu-ray Discなどの内容を、一つのファイルにまとめたイメージ

ファイルです。ISOファイルを再生するには、専用の ISOファイル再生ソフトが必要とな

ります。 

 

ここでは、Leawo Blu-ray Player を使って ISOファイルを無料再生する方法を紹介しま

す。 

 

➢ ステップ 1：Leawo Blu-ray Player をダウンロード＆インストール 

Leawo Blu-ray Player 無料ダウンロード 

 

対応 OS:Windows 7/8/8.1/10 

 



➢ ステップ 2：ISOファイルを読み込みする 

Leawo Blu-ray Player を起動します。ISOイメージファイルを追加するには、メイン

画面の「ファイルを開く」ボタンをクリックして、「メディアファイルを開く」画面

を開きます。再生したい ISO イメージファイルを選択、「開く」ボタンをクリックし

て、ISOファイルが読み込まれていきます。 

 

 

➢ ステップ３：ISOファイルを再生する 

読み込んだ ISO ファイルを自動に再生が始まります。より良い鑑賞体験を求める場

合、再生画面を右クリックして、再生設定を行うか、または再生画面の左上のアイコ

ンをクリックすることで、字幕やビデオ、オーディオ設定などを行えます。 



 

 

動画/音声ファイルを再生 

 

Leawo Blu-ray Playerは MP4、WMV、AVI、AVC、MTS、MKV、M4A、AVCHD、M2TS、H265(HEVC) 、

MP3、AAC、AC、AC3など任意の動画・音声ファイルに対応できます。4K動画、FLAC ハイレ

ゾ音楽再生も可能です。 

 

ここでは、Windows10で Leawo Blu-ray Playerを利用して動画・音楽ファイルを再生す

る方法を紹介します。 

 

➢ ステップ 1：Leawo Blu-ray Player をダウンロード＆インストール 

Leawo Blu-ray Player 無料ダウンロード 

 

対応 OS:Windows 7/8/8.1/10 

 

➢ ステップ 2：動画・音楽ファイルを読込・ロードする 

ビデオ及びオーディオファイルを再生する場合は、Leawo Blu-ray Playerを起動後、

メイン画面の「ファイルを開く」ボタンをクリックして、再生したいファイルを選択

して読込出来ます。または、メイン画面へ対応ファイルをドロップして、ロードする

こともできます。 



 

 

➢ ステップ３：動画・音楽ファイルを再生する 

読み込んだ動画・音楽ファイルを自動に再生が始まります。より良い鑑賞体験を求め

る場合、再生画面を右クリックして、再生設定を行うか、または再生画面の左上のア

イコンをクリックすることで、字幕やビデオ、オーディオ設定などを行えます。 

 

 

 

➢ ステップ 4：Leawo Blu-ray Player を指定してファイルを再生する方法 



（オプション） 

Windows 10 では、ファイルを開く際に使用するプログラムは、ファイルの種類ごと

にあらかじめ設定されています。たとえば、ビデオファイルをダブルクリックすると、

初期設定では「Windows Media Player」が起動します。だが「Windows Media Player」

ではある形式のファイルが再生できないことがありますため、任意ビデオ・オーディ

オファイルに対応したプログラムの Leawo Blu-ray Playerを指定することをおすす

めいたします。 

 

Windows 10 でプログラムを指定してファイルを開くには、以下の操作手順を行って

ください。 

 

① 該当の動画・音声ファイルを右クリックし、表示された一覧から「プログラムから開

く」にマウスポインターを合わせて、「Leawo Blu-ray Player」をクリックします。

Leawo Blu-ray Playerがない場合は、「別のプログラムを選択」をクリックし、手順

2 へ進んでください。 

② 「このファイルを開く方法を選んでください。」が表示されます。「その他のオプショ

ン」欄を一番下までスクロールし、「その他のアプリ」をクリックします。表示された

一覧から「Leawo Blu-ray Player」をクリックし、「OK」をクリックします。 

③ 「常にこのアプリを使って（拡張子名）ファイルを開く」にチェックを入れてくださ

い。 

 

以上で操作完了です。これからパソコンで動画や音声ファイルをダブルクリックすれ

ば Leawo Blu-ray Playerを起動して再生することになります。 

 

 

マルチアングル映像を再生 

 

複数のカメラで同時に撮影された映像が収録されているディスクの場合、再生中にカメラ

アングルを切り換えることができます（マルチアングル）。ここでは、Leawo Blu-ray 

Playerでマルチアングルディスクを再生する方法を紹介します。 

 

➢ ステップ 1： 

Leawo Blu-ray Playerをダウンロード、インストールしてから、起動します。 

 

対応 OS:Windows 7/8/8.1/10 

 

➢ ステップ 2： 

ブルーレイディスク/DVDをレコーダードライブに挿入します。Leawo Blu-ray Player

が自動的にブルーレイディスク/DVD を認識できます。再生したいコンテンツをクリ

https://www.leawo.org/jp/downloads/blu-ray-player.html


ックすると、ブルーレイディスク/DVD映画が再生されます。 

 

 

➢ ステップ 3： 

ディスクのメニューでマルチアングルを取り入れた曲を再生します。マルチアングル

が収録されているブルーレイディスクの場合、マルチアングル再生するには、再生メ

ニューでは、キーボード↑↓→←を利用してマルチアングル映像を選択して再生しま

す。 

 
 

➢ ステップ 4： 

動画再生の途中、再生画面で右クリックして、メニューの「アングル」設定では好き



なようにアングル切り換えが行えます。 

 

『関ジャニ’s エイターテインメント ジャム(Blu-ray 盤)』を例にして、再生時間

01：12：02の各アングルのシーンをご覧ください。 

 

アングル 1： 

  

アングル 2： 

  

アングル 3： 

https://www.leawo.org/jp/tutorial/wp-content/uploads/2019/03/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB1%E5%86%8D%E7%94%9F.jpg
https://www.leawo.org/jp/tutorial/wp-content/uploads/2019/03/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB2%E5%86%8D%E7%94%9F.jpg


 

 

 

Blu-ray/DVD を MKV 形式に変換・リッピング 

 

Leawo Blu-ray Playerのプレミアムバージョンでは、強力な Blu-ray/DVD MKV 変換機能

を搭載しています。Blu-ray/DVD ディスクを 1：1 元品質を維持するままで MKV 形式に高

速変換できます。全ての字幕やオーディオトラックを元のままで出力保存できます。Blu-

ray ディスク、DVD 共にすべてのリージョンコードに対応、最新の市販ディスクでも、レ

ンタルディスクでも、全ての映画会社の Blu-ray/DVD ムービーに対応できます。ここで

は、Leawo Blu-ray Player の MKV変換機能をアクティブにする方法と Blu-ray/DVD を MKV

形式に変換する方法を紹介します。 

 

MKV 変換機能をアクティブにする方法 

 

Leawo Blu-ray Playerでは Blu-ray/DVD MKV 変換機能を利用するには、プレミアムバー

ジョンにアップグレードする必要があります。なお、プレミアムバージョンアップで Blu-

ray/DVDを再生するときに、ポップアップ広告など一切なし、スッキリに映画鑑賞を楽し

めます。 

ライセンスを購入して認証すればプレミアムバージョンになります。また、購入したライ

センスが期限切れになった場合（1 年版のライセンスを購入する場合）、ライセンスが更

新しない限り、MKV変換機能を無効になります。 

 

https://www.leawo.org/jp/tutorial/wp-content/uploads/2019/03/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB3%E5%86%8D%E7%94%9F.jpg


1. ライセンスを購入する方法 

 

認証ライセンス/登録コードを購入する方法は 2 つがあります。製品ページからとプログ

ラムから。 

 

① 製品ページから購入する 

 

・Leawo Blu-ray Player製品ページにおける「プレミアムにアップグレード」ボタンを

クリックします。 

・Leawo Blu-ray Player プレミアムを購入するページに飛びます。 

https://www.leawo.org/jp/blu-ray-player/purchase.html 

・ライセンスタイプ（期限）を選んで購入手続きへ進めます。 

・ライセンスコードは記入したメールアドレスに発送しております。 

 

② プログラムから購入する 

 

Leawo Blu-ray Player メイン画面から、右上の「設定」パネルから「購入」をクリックし

てライセンスを購入できます。またはメイン画面の「変換」ボタンにおける「試用版 ア

クティベータ」、或はメイン画面の右下にあるキーアイコンをクリックすると、出てきた

ライセンス認証画面の「購入」ボタンによりライセンスの購入もできます。 

 

 

2. ライセンスを認証する方法 

 

ライセンスコードを認証して、Leawo Blu-ray Player の MKV変換機能を楽しみましょう。

下記の手順に従ってプレミアム版に変更してください。 

 

➢ ステップ 1.  

https://www.leawo.org/jp/blu-ray-player/purchase.html


Leawo Blu-ray Playerを起動してください。 

 

➢ ステップ 2： 

3 つの方法で認証センター画面を開くことができます。 

右上の「設定」＞「登録」タブから、「登録＆認証」ポップアップ画面が出ています。 

 

 

またはメイン画面の「変換」ボタンにおける「試用版 アクティベータ」、或はメイ

ン画面の右下にあるキーアイコンをクリックすると、「登録＆認証」ポップアップウ

ィンドウも開きます。 

 

 

➢ ステップ 3： 

「登録＆認証」画面で、メールで届いたライセンスを製品登録コード欄にコピー・ペ

ーストして、「製品版」ボタンをクリックします。そして、Leawo Blu-ray Playerは



その場でプレミアム版になります。 

 
 

 

Blu-ray/DVD を MKV 動画形式に変換する方法 

 

Leawo Blu-ray Playerでブルーレイ/DVDディスクをロスレスに MKV動画に変換・リッピ

ングする方法を紹介します。 

 

➢ ステップ 1：ディスクを読み込みする 

 

まずは、BD/DVD ディスクをパソコンのドライブに挿入してください。そして Leawo 

Blu-ray Playerを起動して、「ファイルを開く」下の「変換」ボタンをクリックしま

す。ドライブとディスクを選択すると、ディスクのコンテンツがソフトに読み込まれ

ます。 



 

 

➢ ステップ 2. MKV ファイルの保存場所を設定する 

 

「変換」ボタンをクリックした後、ブルーレイディスク/DVD を MKV に変換する設定

画面が表示されます。「…」ボタンをクリックして MKV ファイルの保存場所を設定す

ることができます。MKVファイルのサイズ、保存予定のドライブの空き容量が下に表

示されます。 

 

 

➢ ステップ 3：BD/DVD を MKV への変換を開始する 

 



保存先を確認してから、右下隅にある「変換」ボタンをクリックして、変換のプロセ

スを開始します。プロセスの進捗状況や残り時間が表示されます。ブルーレイディス

ク/DVD を MKV に変換するプロセスが完了すると、以下の画面（100% 残り時間なし）

で表示されます。 

 

 

 

活用 Tips 

早送り・巻戻り再生 

 

Leawo Blu-ray Playerで早送り再生・巻き戻し再生をする方法をご紹介します。 

 

早送り再生は再生中「早送り」ボタンをクリックします。クリックすると 2倍速、4倍速、

8倍速、16倍速とスピードが変わります。「Ctrl+→」のショットカットキーを使って早送

りも操作できます。 

 

 

※ディスク再生や高解像度の再生時など、指定通りの速度にならない場合があります。 

 

 

巻き戻し再生は再生中「巻き戻す」ボタンをクリックします。クリックすると 2 倍速、4

倍速、8倍速、16倍速とスピードが変わります。「Ctrl+←」のショットカットキーで再生

スピードを巻き戻すことができます。 

 

 



※ディスク再生や高解像度の再生時など、指定通りの速度にならない場合があります。 

 

 

チャプター移動 

 

Leawo Blu-ray Playerで Blu-ray/DVD再生時、チャプターを移動する方法をご紹介しま

す。 

 

① 前後のチャプターに移動する場合： 

 

前後のチャプターに移動する場合は再生操作パネル内のボタンを使用します。 

次のチャプターに移動する場合、「次へ」ボタン（ショットカットキー：Ctrl+↓）をクリ

ックします。 

 

 

前のチャプターに移動する場合、「前へ」ボタン（ショットカットキー：Ctrl+↑）をクリ

ックすれば前のチャプターに戻ります。 

 

 

 

② 指定のチャプターに移動する場合： 

 

ディスクを再生する時、右クリックして、右メニューから「チャプター」にマウスを移動

するとチャプターのリストが表示されます。チャプターをクリックすると指定したチャプ

ターを選択して再生することができます。 



 

 

 

メニュー操作の方法 

 

Leawo Blu-ray Playerでメニューを選択する方法は三つがあります。 

 

・方法 1：マウスでメニューを選択します。  

再生画面右下隅にある「再生リスト」のアイコンがあります。それをクリックして、再生

リストがソフトウェアの右に表示されます。そこで、ディスクのタイトルを選択して、再

生することができます。 

 
 



・方法 2：キーボードでメニューを選択します。  

キーボードにある方向キー（↑↓←→）を操作して、タイトルを決定する時「Enter」キ

ーを押します。 

 
 

・方法 3：ソフトウェアのリモートコントロールでメニューを選択します。  

Leawo Blu-ray Player でブルーレイを再生する時、マウスまたは方向キーのメニュー操

作が効かない場合があります。その時、Leawo Blu-ray Player内蔵のリモートコントロ

ールを利用する必要があります。 詳細のやり方はこちら： 

 

1. ディスクをパソコンのドライブに入れて、ディスクのアイコンをクリックして、メニ

ュー画面が表示されます。 

 

 

 

2. ソフトウェアの右下隅にある「リモートコントロール」のアイコンをクリックします。

メニュー画面に「リモートコントロール」が表示されます。 マウスを使ってリモート

コントロールを操作できます。 

 



 
バーチャルリモコンを消す場合は×ボタンをクリックします。 

 

上記は Leawo Blu-ray Player でメニューを操作する方法です。 上記のご案内する方法

でのメニュー操作が行えない場合、Leawo Blu-ray Player のサポートまでご連絡くださ

い。 

 

 

スクリーンショット 

 

スクリーンショット機能が備えているため、Leawo Blu-ray Playerは再生しながら、ス

クリーンショットを撮って、JPG、PNG または BMP 形式で保存することを可能にします。

詳しく方法は今すぐ紹介します。 

 

➢ ステップ 1：スクリーンショットの保存先を設定 

 

右上の「設定」＞「プレーヤー設定」（ショットカットキー：F5）パネルから、また

は右下のにある車輪アイコンをクリックすると、「プレーヤー設定」ウィンドウを開

きます。そこで、「スクリーンショット」＞「保存先」タブで、スクリーンショット

の保存先を指定できます。 

また、スクリーンショットの保存形式は、「JPG」以外に「PNG」「BMP」が選択可能で

す。 



 

 

➢ ステップ 2：スクリーンショットを撮る 

Leawo Blu-ray Playerにて、ブルーレイ、DVD、動画を再生します。 

再生画面の操作パネルにおける「スクリーンショット」ボタンをクリックします。 

また、キーボードの「Shift」キーと「S」キーを同時に押すことによっても表示中の

画面をキャプチャーで保存可能です。これだけで、再生中のスクリーンショットは完

了です。 

 

 



➢ ステップ 3：スクリーンショットを確認 

「スクリーンショット」ボタンをクリックすると、以下のようなウィンドウが表示さ

れます。ここで「検索する」をクリックすると、撮影されたキャプチャーの保存先が

開きます。 

 

 

※毎回にこのスクリーンショットポップアップ画面が出したくしない場合、「二度と

表示しません」前にチェックを入れて「OK」をクリックすると、次回のスクリーンシ

ョットによりこの画面が表示されません。 

 

 

 

 

 

 


