
基本操作ガイド
デジタルペーパーソリューションの世界へようこそ！

 ホームメニュー

ホーム

ホーム

ドキュメント

ノート

ワークスペース

ブラウザー

設定

直前のドキュメントに
戻る

最近開いたドキュメン
トを表示

最近追加したドキュメ
ントを表示

最近保存したワークス
ペースを表示

（バック）ボタン （メニュー）ボタン（ホーム）ボタン （電源）ボタン
（スリープモード解除ボタン）

ヒント

ページをめくるには画面をスワイプしてください。
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 ドキュメント一覧

ドキュメント

リスト表示 フォルダー表示

ネットワーク同期ドキュメント一覧 検索

1行表示

2行表示

並び替え

ページ数

ページをめくる
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 ドキュメント表示画面

タブパネル（タブは3つまで表示）

ツールボックスを表示 タブを閉じる

タブのスクロール

ブックマーク

※ドキュメントによっては、
ページをめくる方向が逆の場合
があります。

※めくる側に動かした指をしば
らく止めておくと、連続でペー
ジがめくられます。
指を離せば止まります。

次のページへ
ページをめくります。

タブパネル表示エリア
エリア内をタップすると
パネルが表示されます。

ページ移動パネル表示エリア
エリア内をタップするとパネルが
表示されます。

前のページへ

ページ移動パネルを閉じる

9ページ表示4ページ表示1ページ表示スライダーページをめくる

ページ移動パネル

ページ数 リンクでジャンプした際の前ページに戻る

タブパネルを閉じる
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 表示の拡大 ・  4ページ／  9ページ表示

ピンチアウト（2本の指で画面にタッチして開く）で
表示が拡大します。

表示を拡大する

ピンチイン（2本の指で画面にタッチして
閉じる）で表示が縮小します。

 （バック）ボタンを押すと、標準サイズ
に戻ります。

4ページ／9ページ表示にし、探したいページをイメージで探す

ピンチイン1回で4ページ表示、
再度ピンチインで9ページ表示になります。
ピンチアウトで戻せます。ページ移動パネルの 

 ／  ／  でも切り換えができます。

複数ページの資料の中から表示したいページを
イメージで探すときに便利です。
表示したいページが見つかったらタップすると
1ページ表示になります。

例）9ページ表示
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 ドキュメント オプションメニュー

返信

 （メニュー）ボタンを押すと、
オプションメニューが表示され
ます。

※オプションメニューは、表示してい
る画面により変わります。

ネットワークドライブに送信

ネットワークドライブに返信

タブパネルを表示

画面を縦／横に回転

ページ移動パネルを表示

現在の状態でワークスペースを更新

ワークスペースを新規保存

タブ一覧を表示

すべてのタブを閉じる

同じ文書を並べて表示

ブックマークを追加／削除

注釈一覧を表示

目次を表示

キーワードでドキュメント内を検索

ページをめくる方向を設定
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 ツールボックス

1 ドキュメントまたはノートを表示中に、
タブパネルを表示し、指またはペンで

 （ツールボックス表示）をタップします。

※ ペンは4種類から選択できます。
※ 赤と紺の線の表示について
線を書いた直後は色は変わりませんが、ページめくりなどで自
動保存されると赤の方は薄いグレーで表示されます。コンピュー
ターに転送したファイル上では紺と赤で表示されます。

2 ツールボックスのアイコンをタップし、注釈を
編集します。

手書き（細い線／紺）

手書き（太い線／紺）

手書き（細い線／赤）

手書き（太い線／赤）

ハイライト：文字列にハイライトを付ける

手書き付箋メモを追加

テキスト付箋メモを追加

消しゴム：手書きやハイライトを消す

ツールボックスを上下に移動

ツールボックスを閉じる
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 手書き ・  ハイライト ・  消しゴム

手書きで文字や絵を書く

専用ペンで文字や絵を自由に書けます。
※線の種類はツールボックスで選択してください。

文字列にハイライトを付ける

ツールボックスで  （ハイライト）を選択、
またはペンのボタンを押しながら文字列をな
ぞります。
※ペンのボタン押しによるハイライトの有効／無効は 

 （設定）で変更できます。

手書きやハイライトを横切るように選択し、
画面からペンを離すと、横切った手書きや
ハイライトが削除されます。

ツールボックスで  （消しゴム）を選択します。

手書きやハイライトを削除する
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 テキスト付箋メモ

［編集］をタップし、テキストを編集して［保存］、
または［削除］ができます。

キャンセル編集削除

編集

キャンセル保存削除

ペンのボタンを押しながら、ページ上の 
 をタップすると［表示］、［削除］ができます。

指で  をタップして編集もできます。

削除表示

テキスト付箋メモを編集／削除する

キャンセル保存

スクリーンキーボードでテキストを入力し、
［保存］をタップします。

ツールボックスの  （テキスト付箋メモ）を
ペンでタップし、付箋メモを置きたい場所でタップします。

テキスト付箋メモを作成する
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 手書き付箋メモ

手書き付箋メモを作成する

ツールボックスの  （手書き付箋メモ）を
ペンでタップし、付箋メモを置きたい場所でタップします。

手書きで文字や絵を書き、［保存］を
タップします。

キャンセル保存

キャンセル保存削除

メモを編集して［保存］、または［削除］が
できます。

削除表示

ペンのボタンを押しながら、ページ上の 
 をタップすると［表示］、［削除］ができます。

指で  をタップして編集もできます。

手書き付箋メモを編集／削除する
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 注釈一覧
開いているドキュメント内の手書き、ブックマーク、ハイライト、付箋メモなどの注釈が一覧で表
示されます。

検索

プレビューエリア
タップすると選択した画面が全画面表示に
なります。

フィルタリング 並び替え
注釈一覧
を閉じる

ドキュメントを開いている状態で 
 （メニュー）ボタンを押し、

［注釈一覧］をタップすると、
開いているドキュメント内の手書き、
ブックマーク、ハイライト、
付箋メモなどの注釈が一覧で表示
されます。

手書き

ブックマーク

ハイライト

テキスト付箋メモ

手書き付箋メモ
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 ノート
1ファイルで10ページのノートが作成されます。

ホーム

1  （ホーム）ボタンを押し、［ノート］をタップ
します。

キャンセルOK

新規ノート作成

ノート

2  （新規ノート作成）をタップし、
スクリーンキーボードでノートの名前を
入力します。

3 ペンを使用して手書きでノートを作成
します。
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 ドキュメントや  ノートの保存／削除

編集すると自動で保存されます。

ドキュメントやノートを閉じたとき、
タブを切り換えたとき、
一定時間表示し続けたとき
などに自動保存されます。

ドキュメント

削除 新しいタブで開く

現在のタブで開く

他のタブを閉じて開く

削除

送信

キャンセル

オプション

ドキュメントまたはノートをタップ＆ホールド
（長押し）し、［削除］をタップします。

ホーム

ドキュメント

ノート

 （ホーム）ボタンを押し、
［ドキュメント］または［ノート］をタップします。

ドキュメントやノートを削除する

ドキュメントやノートを保存する
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 ワークスペース
現在開いている状態をワークスペースとして保存できます。
ワークスペースに保存したドキュメントはまとめて開くことができます。

 （ホーム）ボタンを押し、
［ワークスペース］をタップします。

ワークスペース

ホーム

ワークスペースをタップして開くと、
保存時のタブの状態が再現されます。

ワークスペース

ワークスペースを開く

いいえはい

ワークスペースを新規保存

入力エリアをタップしてワークスペースの
名前を入力し、［はい］をタップします。

返信

ワークスペース新規保存

 （メニュー）ボタンを押し、
［ワークスペース新規保存］をタップします。

ワークスペースを保存する
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