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●インストールの手順

①DVD-ROM内の「AdobePremiere

Elements3_Tryout.exe」をダブルクリッ

クして起動します。

セキュリティ警告が出る場合があります

が、その場合は「実行」をクリックします。

②ファイルの抽出フォルダ（インストールフ

ォルダではありません）を指定して、「次へ」

をクリックします。

③ファイルの抽出が終了したら、「起動」に

チェックがついているのを確認して、「終了」

ボタンをクリックします。

④言語選択の後、インストーラーが起動します。

⑤インストーラーの手順に従って、インスト

ールを実行します。

⑥インストールが終了したら、「スタート」

からPremiereElements3.0体験版が起動

できます。

■DVD-ROM収録アイテム一覧

本書の付録DVD-ROMには以下のアイテムが収録されています。

（AdobePremiereElements3_Tryout.exe）

・3章向けサンプル
・6章向けサンプル
・8章向けサンプル

注意事項

DVD-ROMに収録のファイルを利用してのトラブルについては、ツール
の制作者ならびに編集部では一切の責任を負いかねますので、使用者本人
の判断で利用するようにしてください。

■インストールと使い方

本書付録に収録されているのは「PremiereElements3.0」の30日限定体
験版です。
すでに「PremiereElements3.0」をインストール済みの人はインストール

する必要はありません。
体験版のインストール手順は以下の通りです。
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