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ぱっと転送 マニュアル

ぱっと転送は、iPad・iPhoneのファイルを他のiPad・iPhoneへファイル転送するアプリケーションです。
Wi-Fi、Bluetoothを利⽤し、１対１または、複数台の端末へファイルを転送できますので、資料の共有や
ペーパーレスな会議を⾏えます。

各端末で転送と受信が⾏えます。
転送側の端末からファイルを転送し、受信側の端末でファイルを受信します。

利⽤環境
Wi-Fi環境では推奨8台、Bluetooth接続で推奨3台の接続が可能です。
※実際の通信環境によって異なります。 

転送サイズ
Wi-Fiでは推奨2MB以下、Bluetoothでは推奨1MB以下です。
※実際の通信環境によって異なります。 

利⽤可能ファイル
PDF、オフィス系ファイル（Word、Excel、PowerPoint）、テキスト、画像、動画がご利⽤いただけます。

ぱっと転送アプリ について

転送側 受信側

受信側

１対１

１対複数台

転送側

受信側

受信側 受信側
受信側

転送側

Wi-Fi
または

Bluetooth

受信側
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ぱっと転送 マニュアル

No 項⽬ 内容

①

② 受信 ファイルを受信します。複数ファイルの受信が可能です。
③ 転送 ファイルを転送します。複数ファイルの転送が可能です。
④ 編集 ファイルの並び順の変更やすべてのファイルを選択したり、選択の解除を⾏うことが可能です。

⑤ ゴミ箱 アプリからファイルを削除します。複数ファイルの削除が可能です。
⑥ メール

次のアプリで開く

iTunesに送信 ファイルをiTunesに送信することができます。複数ファイルの送信が可能です。
⑦ 壁紙変更 壁紙の変更が可能です。
⑧ サムネイル表⽰エリア

別アプリでファイルを開くことができます。１ファイルのみ選択可能です。

ファイルのサムネイルが表⽰されます。各ファイルのファイルサイズが表⽰されます。
ファイルをタップするとファイルが選択され、ダブルタップすると、ファイルのプレビューが表
⽰されます。

ぱっと転送に連携されたファイル
はサムネイルで表⽰されます。
以下のファイルはアイコンで表⽰
されます。
【Word、Excel、PowerPoint、
Text、⾳楽ファイル】

フォトライブラリ
から取り込み

フォトライブラリから写真や動画をアプリに取り込みます。複数ファイルの取り込みが可能で
す。

ファイルをメールに添付します。複数ファイルの添付が可能です。

iTunesから取り込
み

ファイルをiTunesからアプリに取り込みます。複数ファイルの取り込みが可能です。

画⾯説明

① ② ③ ④

⑧

⑥⑤ ⑦
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ぱっと転送 マニュアル

ファイル転送をするには、ぱっと転送アプリにファイルを取り込む必要があります。

1. 他アプリからの連携（次の⽅法で開く…）により、取り込む⽅法
2. iTunesを利⽤して複数ファイルを⼀度に取り込む⽅法

ぱっと転送アプリにファイルを取り込むには、他のアプリからアプリケーション連携によって取り込みます。
※ アプリによっては、アプリ連携を許可していない場合がありますのでご注意ください。
ここではメールに添付されたＰＤＦファイルを、ぱっと転送アプリへ取り込む⽅法をご紹介します。

********

********

ファイルの追加

① 添付ファイルを⻑押しして
 メニューを表⽰させます

「ぱっと転送」をタップ

② 「次の⽅法で開く」をタップ

１．他アプリからの連携
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ぱっと転送 マニュアル

画⾯が切り替わり、ぱっと転送ア
プリが起動します。

ぱっと転送アプリファイルが取り
込まれ、画⾯に表⽰されます。

左上に最新のファイルが表⽰され
ます。
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ぱっと転送 マニュアル

iPhone、または iPad をコン
ピューターに接続します。

iTunes の [デバイス] でデバイス
を選択して、[App] ボタンをク
リックします。

[ファイル共有] で、左側のAｐｐ
リストから、ぱっと転送を選択
し、〔追加〕をタップします。

表⽰されるウィンドウで、ファイ
ルを選択して [開く] をクリックし
ます。

２．iTunesから取り込み

①クリック

②クリック

①クリック

②クリック
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ぱっと転送 マニュアル

〔ぱっと転送の書類〕にファイル
が表⽰されます。

iTunesの設定はここまでです。

ぱっと転送アプリを起動し、
  をタップします。

iTunesから取り込みをタップしま
す。

タップ

タップ
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ぱっと転送 マニュアル

取り込みが完了するとメッセージ
が表⽰されます。
OKをタップします。

取り込んだファイルが表⽰されま
す。

確認メッセージが表⽰されます。
OKをタップするとiTunesで表⽰さ
れていたファイルが取り込まれま
す。

キャンセルすると処理が中⽌され
ます。

OKをタップ

OKをタップ
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ぱっと転送 マニュアル

   をタップします。

   「設定」－「位置情報サー
ビス」から「ぱっと転送」のス
イッチを「オン」にしてくださ
い。

位置情報サービスが「オフ」の場
合、メッセージボックスが表⽰さ
れます。

フォトライブラリから取り込みを
タップします。

アルバムから写真や動画を取り込む

タップ

タップ

8



ぱっと転送 マニュアル

位置情報サービスが「オン」の場
合、アルバムが表⽰されます。

完了をタップします。

取り込みたいファイルをタップし
ます。
複数ファイルの選択が可能です。

タップ

タップ
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ぱっと転送 マニュアル

ファイルが取り込まれ、画⾯に表
⽰されます。
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ぱっと転送 マニュアル

転送するファイルを選択します。

転送ボタンをタップします。

キャンセルをタップすると、転送
処理が終了します。

「転送先を探しています…」の
メッセージが表⽰され、転送する
端末を待っている状態になりま
す。

Bluetoothで転送する場合は、転
送側と受信側の端末のBluetooth
が起動するまで時間がかかること
があります。

ファイルを転送する（転送側）

ファイルをタップ

タップ
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ぱっと転送 マニュアル

転送処理をこのまま続ける場合
は、キャンセルをタップせずその
まま待機します。受信する端末が
⾒つかると、転送処理が開始さ
れ、メッセージが「転送中です
…」のメッセージに変わります。

受信を待っている端末と接続でき
ると、「転送中です…」のメッ
セージに変わり、選択したファイ
ルの転送が開始されます。

受信を待っているすべての端末へ
の転送が完了すると、「転送が完
了しました。引き続き転送できま
す キャンセルをタップで終了し
ます。」のメッセージが表⽰され
ます。

キャンセルをタップすると、転送
処理が終了します。

キャンセルをタップすると、転送
処理が終了しますので、他の端末
が受信している間はキャンセルし
ないでください。
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ぱっと転送 マニュアル

「受信準備中です…」のメッセー
ジが表⽰され、受信を待っている
状態になります。

転送側の端末で転送が始まったこ
とを確認してから、受信ボタンを
タップします。

ファイルの受信が開始すると、
「受信中です…」のメッセージに
変わり、受信状況が表⽰されま
す。

キャンセルをタップすると処理が
中⽌されます。

キャンセルをタップすると処理が
中⽌されます。

ファイルを受信する（受信側）

タップ
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ぱっと転送 マニュアル

受信したファイルが左上に表⽰さ
れます。

ファイルの受信が完了すると「受
信が完了しました。」のメッセー
ジに変わります。
OKをタップします。

タップ
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ぱっと転送 マニュアル

変更したファイル名が表⽰されま
す。

ファイル名を変更するファイルを
ロングタップ（⻑押し）します。

キャンセルをタップすると処理が
中⽌されます。

ファイル名を変更するボックスが
表⽰されます。
名称を変更してOKをタップすると
変更されます。

ファイル名を変更する

OKをタップ

ファイルをロングタップ
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ぱっと転送 マニュアル

削除するファイルを選択します。
削除ボタンをタップします。

削除確認のメッセージが表⽰され
ます。
OKをタップすると削除処理が実⾏
されます。

キャンセルをタップすると削除処
理は中⽌されます。

ファイルが削除され、「削除が完
了しました」のメッセージが表⽰
されます。
OKをタップします。

ファイルを削除する

①ファイルをタップ

OKをタップ

②タップ

タップ
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ぱっと転送 マニュアル

並び順変更のウインドウが表⽰さ
れます。
順番を変更するファイルの
をロングタップします。

編集ボタンをタップします。

「並び順変更」をタップします。

ファイルの並び順を変更する

タップ

タップ

ロングタップ
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ぱっと転送 マニュアル

ファイルが選択され、上下に動か
すことができるようになります。

ファイルの移動先が決まったら、
指を離します。

並び順の変更が終わったら、「完
了」ボタンをタップします。

「完了」ボタンをタップしないと
並び順は変更されません。

ファイルの並び順が変更されます。

タップ
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ぱっと転送 マニュアル

編集ボタンをタップします。

「全選択」をタップします。

すべてのファイルが選択されま
す。

2ページ以降に表⽰されている
ファイルも含めてすべてのファイ
ルが選択状態になります。

すべてのファイルを選択する

タップ

タップ

19



ぱっと転送 マニュアル

「全解除」をタップします。

すべてのファイルが選択が解除さ
れます。

2ページ以降に表⽰されている
ファイルも含めてすべてのファイ
ルが選択解除されます。

編集ボタンをタップします。

すべてのファイルの選択を解除する

タップ

タップ
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ぱっと転送 マニュアル

メールに添付するファイルを選択
します。
複数ファイルの選択が可能です。

「メール」をタップします。

メーラーが起動し、選択したファ
イルが添付されます。

   連携ボタンをタップしま
す。

ファイルをメールに添付する

ファイルをタップ

ファイルをタップ

タップ

タップ
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ぱっと転送 マニュアル

連携するアプリをタップすると、
該当アプリが起動します。

   連携ボタンをタップします。

他アプリに連携するファイルを選
択します。
連携できるファイルは１ファイル
のみです。

「次のアプリで開く」をタップし
ます。

タップ

ファイルを他のアプリで開く

タップ

ファイルをタップ
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ぱっと転送 マニュアル

iPhone、または iPad をコンピューターに接続します。

「iTunesに送信しました。」の
メッセージが表⽰されます。
OKをタップします。

iTunesに送信するファイルを選択
します。
複数ファイルの選択が可能です。

   連携ボタンをタップしま
す。

「iTunesに送信」をタップしま
す。

ファイルをiTunesに送信する

ファイルをタップ

タップ

タップ
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ぱっと転送 マニュアル

[ファイル共有] で、左側のAｐｐ
リストから、ぱっと転送を選択し
ます。

〔ぱっと転送の書類〕にぱっと転
送から送信したファイルが表⽰さ
れます。

iTunes の [デバイス] でデバイス
を選択して、[App] ボタンをク
リックします。

保存できる画像の形式は以下にな
ります。
＜画像＞
png・jpg・jpeg・bmp・tiff・gif
＜動画＞
mp4・mov・m4v

保存する画像をタップして選択し
ます。

   連携ボタンをタップしま
す。

「フォトライブラリに保存」を
タップします。
対応していない形式のファイルが
選択されている場合は、「画像と
動画以外のファイルは保存できま
せん。」のメッセージが表⽰され
ます。

フォトライブラリに保存する

ファイルをタップ

タップ

24



ぱっと転送 マニュアル

保存が完了すると「保存が完了し
ました。」のメッセージに変わり
ます。
OKをタップします。

    写真アプリのカメラロー
ルに保存されます。

「保存しています…」のメッセー
ジが表⽰され、保存状況が表⽰さ
れます。

タップ
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ぱっと転送 マニュアル

壁紙選択ウインドウが表⽰されま
す。
現在設定されている壁紙にチェッ
クが付いています。

   設定ボタンをタップします。

設定ウインドウが表⽰されたら、
「壁紙変更」をタップします。

壁紙を変更する

タップ

タップ

26



ぱっと転送 マニュアル

フォトライブラリに保存されている画像を壁紙に設定することができます。

設定したい壁紙をタップすると、
壁紙が変更されます。

   設定ボタンをタップすると、
設定ウインドウが⾮表⽰になりま
す。

壁紙選択ウインドウの「フォトラ
イブラリからMy壁紙を設定する」
をタップします。

壁紙に設定したい画像をタップし
て選択します。

My壁紙を設定する

タップ

タップ

タップ
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ぱっと転送 マニュアル

   設定ボタンをタップすると、
設定ウインドウが⾮表⽰になりま
す。

壁紙が変更されます。
 

「完了」ボタンをタップします。

タップ
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