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１．準備編

お使いになる前に必ずお読みください。

初めてお使いになる際の準備について説明しています。

設定画面の起動方法

設定画面を起動する手順を説明します。

右下の  をタップすると、        が開くので、  をタップして設定画面を開きます。



コンテンツフォルダの設定

（以下本アプリ）は、設定画面にある に設定したフォルダ内の

コンテンツやフォルダを表示します。

（初期設定は、ピクチャ＞ ＞ となっております）

設定画面を開き、 横にあるフォルダアイコン  をタップ※すると、フォルダ選択画面が表示

されます。表示したいフォルダを選択してください。

フォルダに階層がある場合は、フォルダをタップする度に、そのフォルダ内のコンテンツやフォルダが表

示されます。

コンテンツが存在しない空のフォルダや、表示対象外のファイルしか保存されていないフォルダは表示さ

れません。

フォルダ内にコンテンツがひとつしかない場合にはフォルダではなくコンテンツアイコンが表示されま

す。

※ 説明書内で「タップ（触れた直後に画面から指を離します）」と記載されている箇所は、「マウス（左

クリック）」でも実装が可能です（一部マウスでは動作しない機能がございます）

※ 名称が機種依存文字や全角空白のみで構成されているフォルダ名・コンテンツが存在する場合、正常

にアプリが稼働しない場合がございます。設定したフォルダを再度ご確認ください。



２．基本編

初めてお使いになる時は、必ずお読みください。

初めて本アプリをお使いになる方でも、基本的な操作が分かるようになります。

タッチパネル基本操作

指でディスプレイを操作する際の本アプリで利用する基本操作になります。

タップ

画面を指先で 回叩く

（画面を短くちょん！とタッチするイメージです）

フリック

画面に触れ、その指先を素早く払う

（指先ではじくような感じです）

スワイプ

画面に触れ、その指先をスライドさせる

（フリックははじく感じですが、こちらはスッとすべらせる感じです）

ピンチ

２本の指（親指と人差し指）でつまむように操作すること

（人差し指と中指など、他の指の組み合わせでも可能です）



メニュー

色や形状、アイコンの個数などは、設定で設定した通りにメニューが表示されます。

の場合 の場合 の場合

ルートアイコン（中央のアイコン

中央のアイコンをスワイプすると移動します。

設定の で設定した数のコンテンツアイコンが表示され、それを超えた場合はページ遷

移ボタンが表示されます。

コンテンツアイコン（周囲のアイコン）

タップ、またはスワイプするとフォルダが開きます。

フォルダ内に という名前の画像ファイルを置くとアイコン画像を変更することが出来ます。

※実際は白い線で描かれている透過画像になります。透過されていない画像でも使用可能です。

上記画像ファイルを という名前で フォルダに格納した場合、アイコンは下記のよう

に表示されます。



コンテンツフレーム

コンテンツアイコンをタップすることで、コンテンツフレームが開きます。

フレームを開いた時には、コントロールバーは閉じられており、タグをタップすることで開きます。

再びタップするとコントロールバーは閉じます。              

（ ページはコンテンツフレームが表示された状態で開きます）     タグ

コントロールバーに表示される各コントロールはコンテンツによって変わります。

コントロールバー一覧

コンテンツごとのコントロールバー一覧になります。

動画※ 動画※ 静止画※ 静止画※ ※ ※ ※ ※

※ ：同階層に同じ種類のコンテンツが存在する場合

※ ：同階層に同じ種類のコンテンツが存在しない場合

※ ：複数頁の場合

※ ：単一頁の場合

※ ： の が の場合

※ ： の が の場合



コントロールバーの各コントロール機能

閉じる

タップするとコンテンツフレームを閉じます。

ピン

タップして にすると、フレーム内の操作へ処理が移り、フレームを固定したまま、フレーム

内での拡大縮小が可能となります。

コンテンツの場合はリンクなどブラウザ内の操作が可能となります。

再びタップして にすると、フレーム自体の拡大縮小が可能となります。

（ コンテンツは表示時 になっておりますので、すぐにブラウザ内操作が可能です）

回転ロック

タップして にするとフレームの角度を変更せずに、フレームサイズの拡大縮小を行うことが

可能となります。

再びタップして にすると、フレーム角度の変更が可能となります。

最大化

タップして にするとフレームサイズが最大化し、元のサイズに戻すアイコンに変わります。

フィット

タップすると表示しているコンテンツにフレームのアスペクト比（横と縦の長さの比率）を合わ

せます。サムネイルでの表示コンテンツの変更や頁移動によって表示コンテンツとフレームのア

スペクト比が変わっている場合に使用します。

サムネイル

タップすると同じフォルダ内の同じ種類のコンテンツ一覧が表示されます。

表示されているコンテンツをタップすると表示が切り替わります。

サムネイルアイコンか、半透明以外のエリアをタップするとサムネイルが閉じます。



ペンツール

タップすると、描画用のコントロールバーが表示されます。

再びペンツールにタップすると、描画用のコントロールバーが閉じて、通常用のコントロールバ

ーに戻ります。その際に、描画した内容もクリアされます。

ペンにタップすると色と太さを選ぶポップアップが表示され、色や

太さの変更が可能となります。

ペンは透過されず、マーカーは透過されます。

マーカーにタップすると色と太さを選ぶポップアップが表示され、

色や太さの変更が可能となります。

消しゴム：タップすると描画した線を消します。

：タップすると、実行した操作を取り消して元に戻します。

：タップすると、取り消された操作を再び実行します（取り消しの取り消し）

保存：タップすると現在表示しているフレームの内容を画像として保存します。

（保存先は に設定したフォルダになります）

印刷：タップすると現在表示しているフレームの内容を印刷します。

戻る：前画面が存在する場合のみ使用可能となり、タップすると、前画面に戻ります。

進む：次画面が存在する場合のみ使用可能となり、タップすると、次画面に進みます。

更新：タップすると、画面の読み直しを行います。

キーボード：タップするとキーボードの表示、非表示を行います。



動画コンテンツ

表示させたい動画コンテンツをルートフォルダ内に配置してください。

対応しているファイル形式（拡張子）：

アイコン

動画ファイルはアイコンにサムネイルが表示されます。

※アイコン画像をサムネイル以外に設定したい場合は、対象動画と という名前で画像をフォル

ダに配置する方法があります。

コンテンツフレーム

アイコンをタップするとコンテンツフレームが開き再生されます。  複数版        単一版

タグ

閉じる

回転ロック

最大化

フィット

サムネイル

タグ： タップすることで、コントロールバーを開いたり、閉じたりします。

閉じる： タップすると、コンテンツフレームが閉じます。

※また、コンテンツフレーム自体をフリックして画面の外に追い出しても閉じることが出

来ます。

回転ロック： コンテンツフレームの回転を止めることが出来ます。

最大化： コンテンツフレームを最大化します。

フィット： コンテンツフレームを動画ファイルのアスペクト比に合わせます。※  

サムネイル：同階層に別の動画ファイルが存在する場合にサムネイルを表示します。※

※ ：同階層に別の動画ファイルが存在する場合のみ表示されます。



静止画コンテンツ

表示させたい静止画コンテンツをルートフォルダ内に配置してください。

対応しているファイル形式（拡張子）：

アイコン

静止画ファイルはアイコンにサムネイルが表示されます。

※アイコン画像をサムネイル以外に設定したい場合は、対象画像と という名前で画像をフォル

ダに配置する方法があります。

コンテンツフレーム

アイコンをタップするとコンテンツフレームが開きます。   複数版         単一版

タグ

閉じる

ピン

回転ロック

最大化

フィット

ペン

サムネイル

タグ： タップすることで、コントロールバーを開いたり、閉じたりします。

閉じる： タップすると、コンテンツフレームが閉じます。

※また、コンテンツフレーム自体をフリックして画面の外に追い出しても閉じることが出

来ます。

ピン： タップすると、コンテンツフレームが固定され、ピンチすることでフレーム内での拡大縮

小が可能となります。

回転ロック： コンテンツフレームの回転を止めることが出来ます。

最大化： コンテンツフレームを最大化します。

フィット： コンテンツフレームを静止画ファイルのアスペクト比に合わせます。※  



ペン： ペン機能での書き込みが出来ます。※

サムネイル：同階層に別の静止画ファイルが存在する場合にサムネイルを表示します。※

※ ：同階層に別の静止画ファイルが存在する場合のみ表示されます。

※ ：タップするとペンツールが起動します。詳細はコントロールバーの各コントロールの機能を参照



コンテンツ

表示させたい動画コンテンツをルートフォルダ内に配置してください。

対応しているファイル形式（拡張子）：

アイコン

ファイルはデフォルトアイコンが表示されます。

※アイコン画像をサムネイル以外に設定したい場合は、対象 と という名前で画像をフォル

ダに配置する方法があります。

コンテンツフレーム

アイコンをタップするとコンテンツフレームが開きます。   複数頁版         単一頁版

タグ

閉じる

ピン

回転ロック

最大化

フィット

ペン

サムネイル

タグ： タップすることで、コントロールバーを開いたり、閉じたりします。

閉じる： タップすると、コンテンツフレームが閉じます。

※また、コンテンツフレーム自体をフリックして画面の外に追い出しても閉じることが出

来ます。

ピン： タップすると、コンテンツフレームが固定され、ピンチすることでフレーム内での拡大縮

小が可能となります。

回転ロック： コンテンツフレームの回転を止めることが出来ます。

最大化： コンテンツフレームを最大化します。

フィット： コンテンツフレームをＰＤＦファイルのアスペクト比に合わせます。※  



ペン： ペン機能での書き込みが出来ます。※

サムネイル：同階層に別のＰＤＦファイルが存在する場合にサムネイルを表示します。※

※ ：複数頁が存在する場合のみ表示されます。

※ ：タップするとペンツールが起動します。詳細はコントロールバーの各コントロールの機能を参照



コンテンツ

表示させたい コンテンツをルートフォルダ内に配置してください。

対応しているファイル形式（拡張子）：

アイコン

ファイルはデフォルトアイコンが表示されます。

※アイコン画像をサムネイル以外に設定したい場合は、対象 ファイルと という名前で画

像をフォルダに配置する方法があります。

という名前の場合、

他のファイルを配置していても

表示されません。

コンテンツフレーム

アイコンをタップするとコンテンツフレームが開きます。   版   版

タグ

閉じる

ピン

回転ロック

最大化

ペン

戻る

進む

更新

入力

タグ： タップすることで、コントロールバーを開いたり、閉じたりします。

閉じる： タップすると、コンテンツフレームが閉じます。

※また、コンテンツフレーム自体をフリックして画面の外に追い出しても閉じることが出

来ます。

ピン： タップすると、コンテンツフレームが固定され、ピンチすることでフレーム内での拡大縮

小が可能となります。

回転ロック： コンテンツフレームの回転を止めることが出来ます。

最大化： コンテンツフレームを最大化します。



ペン： ペン機能での書き込みが出来ます。※

※ ：タップするとペンツールが起動します。詳細はコントロールバーの各コントロールの

機能を参照

戻る： 前画面に戻ります。

進む： 次画面に進みます。

更新： 画面の読み直しを行います。

入力： キーボードの表示、非表示を行います。



３．応用編

本アプリのカスタマイズ方法等、主に設定画面（ ）について説明しています。

設定画面の項目説明

設定画面の内容を説明します。

基本設定

が の場合

詳細設定

に設定すると背景画像の位置やアイコンの色など細かい設

定が行えます。

が の場合

コンテンツルートフォルダを設定します。

   をタップするとフォルダ選択画面が表示されます。

  本アプリで表示したいコンテンツフォルダを選択します。

画像保存フォルダ

  画像の保存先フォルダを設定します。

背景色、背景画像を設定します。

背景色を単色で設定します。四角いエリアをタップするとカ

ラーパレットが表示されますので、使用する色を選択します。

背景画像を設定します。  をタップすると画像選択画面が

表示されます。背景画像として使用したい画像を選択してく

ださい。設定すると背景画像が優先され、背景画像をごみ箱

アイコンで削除すると背景色が優先されます。 

背景画像の位置とサイズを設定します。

  ：ディスプレイのサイズに合わせます（縦横比は維持）

：ディスプレイを背景で埋めます（縦横比は維持）

：ディスプレイを背景で埋めます（収縮します）

：中央に表示します（収縮しません）

※ が の場合のみ表示します。



メニューアイコン

アイコン色設定の基本設定パターン１～３

  ボタンをタップすることで基本色設定を行えます。

アイコンの形状を設定します。※

  アイコンを円形に設定します。

  アイコンを六角形に設定します。

  アイコンを六角形に設定します。

アイコンのサイズを設定します。※

アイコン文字色を設定します。※ ※

アイコンの背景色を設定します。※ ※

アイコンの枠線の色を設定します。※ ※

アイコンの枠線の太さを設定します。※

アイコンマークの色を設定します。※ ※

ページのコンテンツ数を設定します。※

※ が の場合のみ表示します。

※ 四角いエリアをタップするとカラーパレットが表示される

ので使用色を選択します。※詳細はカラーパレット参照

アイコンの色

※ページ遷移ボタンの文字色も同色

 ※ページ遷移ボタンの背景色も同色 

は１ページ分のメニューの数です。

図の場合は が設定されています。

表示コンテンツ数が設定値（図の場合は ）より多い場合は、ペ

ージ遷移ボタンが表示されます。

ページ遷移ボタンをタップすると、次ページのＭｅｎｕメニュー

が表示されます。



メニューアイコン設定例

アイコン文字色は で設定します。※図では赤色を設定しています。

透明に設定すると、文字は表示されなくなります。

アイコン背景色は で設定します。※図では赤色を設定しています。

でアイコンを設定した場合は で設定した色は表示され

ません。ルートアイコンのページ遷移の文字色も で設定されます。

アイコンの枠線色は で設定します。※図では赤色を設定しています。

線の太さは で設定します。

ルートアイコンのページ遷移の背景色も で設定されます。

アイコンのマークの色は で設定します。※図では赤色を設定しています。

透明にするとマークが表示されなくなります。

フォルダ内にアイコンとして使用したい画像ファイルを配置し、 という名前に変

更すると、アイコンの背景色の代わりに画像が使用されます。

アイコン画像のみのアイコンにしたい場合は、 を透明、 を に設定

することで、シンプルなアイコンを作成することができます。



ウェブナビゲーションボタン

コンテンツにナビゲーションボタンの表示

設定を行います。

  を選択した場合           を 選択した場合

設定ボタンの背景色を設定します。

※詳細はカラーパレット参照

セッティングロックボタン

にすると の設定ポップアップが表示されます。

で入力したものと同じ数字（４桁）を再度

に入力することで、 の設定が完了します。

設定後は、設定ボタンは右下ではなく、 画面の右下に表

示されるようになり、タップすると 確認ポップアップが表示

されます。

正しい を入力することで、設定画面が表示されます。
省略



カラーパレット

で色選択をタップするとカラーパレットが開き、色を選択

できます。

現在選択色。

色相を変更します。

明度を変更します。

透過率を変更します。

カラーコードを 進数で入力できます。

このエリアに表示されている色は直接設定できます。



コンテンツでのハイパーリンクページ作成方法

コンテンツにてハイパーリンク（外部リンク先）を表示させたい場合の の作成方法を説明しま

す。

※様々な方法がありますが、ここではテキストファイルを作成・編集し、 の公式ページを表示させ

る ファイルを作成する方法を説明します。

テキストファイルの作成

・エクスプローラーで、 コンテンツを格納したいフォルダを開きます

・フォルダの何もないところで「右クリック」→「新規作成」→「テキスト文書」を選択します。

・フォルダ内に「新しいテキスト ドキュメント 」が作成されます。

テキストファイルの編集

・「新しいテキスト ドキュメント 」を、「右クリック」→「プログラムから開く」→「ワードパッド」

（テキストエディタ）を選択します。

・ワードパッドで以下のテキストを入力します。

・ワードパッドで「ファイル」→「上書き保存」を選択し、右上の「×」をクリックします。

ファイルへの名前変更

・「新しいテキスト ドキュメント 」を「右クリック」→「名前の変更」を選択します。

・「新しいテキスト ドキュメント 」を「 」に変更します。 

※ファイル名は半角英字で入力してください。

ファイル名がアイコン表示された時のタイトルになります（今回であれば「 」）

リンクの確認

・「 」をダブルクリックして、既定ブラウザで のページが立ち上がることを確認してく

ださい。

・［ ］部分を変更すれば、任意のハイパーリンク先が開くようになります。



４．更新履歴

日付 バージョン 主な変更内容

新規作成

WEB コンテンツでのハイパーリンクページ作成方法 追加

メニューアイコンデザイン変更に伴う画像の差し替え


