
ファイルマネージャー＋とは、スマホにある画像、動画、音楽と
いったファイルを管理するためのアプリです。どのファイルがど
こにあるかを確認して開ける他、コピーや移動・削除といった操
作も行えます。

ファイルマネージャー＋はAndroidスマホ専用です。



ファイルマネージャー＋(プラス)

ファイルマネージャー+は、デバイスやSDカードに保存されているファイルをスマホ上
で管理するだけでなく、パソコンからも閲覧して操作できるため、デバイス同士(パソコ
ンとスマホ)でファイルをやりとりしたい人には大変便利です。

ファイルマネージャ＋(プラス)のトップ画面構成および機能

•メインストレージ：ローカルデバイス ストレージ内の全ファイルおよびフォ
ルダの管理及び操作ができます。内部ストレージのことです。
•SDカード：保存されている全ファイルおよびフォルダの管理や操作ができま
す。SDカードは128GBの容量をお勧めします。
•ダウンロード：ダウンロードフォルダ内の(zipファイルを含む)全てのファイ
ルを管理及び操作できます。

•画像：ストレージ内の写真や画像ファイルを管理及び操作できます。イメー
ジプレビューも利用可能です。(サポート形式：BMP、GIF、JPG、PNGなど)
•オーディオ：曲や音楽関連ファイルを管理及び操作できます。(サポート形
式：MP3、OGG、FLAC、M4P、WAV、WMAなど)
•動画：デバイス内の全動画ファイルを管理及び操作できます。(サポート形
式：ASF、AVI、FLV、MP4、MPEG、WMVなど)
•ドキュメント：デバイス内の全書類ファイルを管理及び操作できます。(サ
ポート形式：DOC、PPT、PDFファイルなど)
•アプリ：ローカルデバイスにインストールされている全アプリを管理及び操
作できます。アプリの停止や削除ができます。アプリデータやキャッシュの削
除も可能です。
•新着ファイル：ローカルデバイスにダウンロードおよび移動した新しいファ
イルを管理できます。
•クラウド：DropboxやGoogle Driveなど、クラウドストレージへアクセスで
きます。
•リモート：NASやFTPサーバーなど、リモートまたは共有ストレージへアク
セスできます。
•ネットワーク：FTP(File Transfer Protocol)を経由して、PCからAndroidデ
バイスのストレージにアクセスし、ローカルデバイス内の全てのファイルおよ
びフォルダを管理することが可能です。

シンプルなUIでローカルストレージとクラウドストレージを一括管理できます

アプリを起動すると、トップ画面にはスマホの内部ストレージ以外にSDカードやクラウド
ストレージのアイコンが表示されており、ファイルのコピーや移動が簡単に行えます。

トップ画面

▼トップ画面
便利なのは「新着」ファイ
ルで、ここから最近作った
ファイルにすぐアクセスで
きます。サムネイルをタッ
プしてファイルを選択すれ
ばコピーや移動、名前の変
更、削除などの操作が行え
ます。

「画像」フォルダは、アプリごとに画像が仕分けされています。その他によく利用するフォルダとして
「ダウンロード」「オーディオ」「動画」「ドキュメント」があります。

1



1. 分析(デバイスのストレージを分析して削除するアイテムを提案)

分析する
トップ画面右上のメニューボタン　　から「分析す
る」をタップすると、アプリを使用して溜まった
キャッシュファイルを削除してストレージ容量を空
けられます。
削除は個別にできるため使用頻度の低いアプリや
キャッシュは積極的に削除しましょう。

メインストレージ SDカード

大容量のファイル

さらに10MB以上のサイ
ズの大きい大容量ファイ
ルだけを洗い出して、一
括で削除することも可能
です。見ない動画など削
除しましょう。

削除するには✓を入れて
「削除」します。

2. アプリ(不要なアプリはアンインストールしょう)

①トップ画面の「ア
プリ」をタップ。ス
マホにインストール
したアプリがすべて
表示されます。使用
頻度の少ないアプリ
をタップします。

②アプリをタップする
と下部に「強制停止「ア
ンインストール」「デー
タを消去」の3つの操作
が行えます。
「アンインストール」を
タップします。

③「OK」をタップすれ
ばこのアプリをアンイン
ストールすることができ
ます。再度このアプリが
必要になった場合は
「Playストア」からイン
ストールします。

又、アプリのバージョン
やストレージをどのくら
い使っているか分かりま
す。

キャッシュファイル

トップ画面

※アプリは基本的に
内部ストレージに保
存します
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3. クラウド(本体データと同じようにクラウドのデータも扱えます)

ファイルマネージャー+には、「クラウド」というボタンがあり「Dropbox」
「Googleドライブ」「One Drive」などのクラウドサービスをワンタッチで追加
することができます。

「クラウド」をタップ、「+クラウドロケーションを追加する」をタップする
と、追加したいクラウドサービスの一覧が表示されます。
追加したクラウドはスマホ内のフォルダと同じように扱うことができます。
ファイルのコピーや移動はもちろん新規フォルダの作成も行えます。

スマホ内のフォルダのファイルを選択(複数可)し、移動あるいはコピーを選び
ます。クラウドのフォルダを開くと「貼り付け」メニューが現れます。スマホ
内からクラウドに移動(コピー)したファイルは、共有設定を行うことにより他
人と受け渡しができます。動画や音声ファイルなど容量の大きいファイルのや
りとりに利用したい機能です。

自分が常に使っている
クラウドを選びます

3-1. Googleドライブに保存してあるファイルをスマホのSDカードに移動(コピー)する方法

①「クラウド」をタッ
プします。

②googleドライブを
タップします。

③ファイル(動画)を長
押しして選択、下の「コ
ピー」又は「移動」を
タップ。

④家のマークをタップし
てSDカードを選択し動
画のフォルダに貼り付け
ます。

動画を長押し

動画

貼り付け
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4. リモート(スマホのデータをパソコンに移動又はコピーする)

①トップページの「リモー
ト」をタップします。

②「+リモートロケー
ションを追加する」を
タップ、次に「ローカ
ルネットワーク」を
タップします。

③そうすると、下記
の画面が表示されま
す。表示する文字列
はパソコンのホスト
名です。各個人で変
わってきますので、
表示されたものを選
んでください。

④次に、ユーザー名とパ
スワードの入力が必要に
なります。パソコンにロ
グインするユーザー名と
パスワードを入力してく
ださい※。「署名」には
✓を入れないように注意
してください。最後に
「OK」を忘れずに。

※必ずWindowsのID
とパスワードを入力し
てください。

SDカード・microSDカードの選び方

◆SDカード
　パソコン、デジカメ、ビデオカメラ、プリンター
　で使うことが多い。
◆microSDカード
　スマホ、ゲーム機、ドライブレコーダーで使うこと
　が多い。

※microSDカードは、アダプターを使用することで
PCのSDカードとして使えます。

SDカードとmicroSDカード
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4-1. スマホ側からパソコン側にファイルを移動(コピー)する方法

①トップ画面のメ
ニューから、「画像」
「動画」「オーディ
オ」「ダウンロード」
など移動したいファイ
ルが置いてあるメ
ニューを選びます。

②次に、移動したいファ
イルを長押しすると、下
記のように画面下にメ
ニューが表示されますの
で、「コピー」か「移
動」を選びます。

③次に、メニューに
戻って、「リモート」を
選択します。そうする
と、PCのホスト名が表
示されますので、その
フォルダを選択します。

④※パソコンの保存す
る場所(ピクチャーやデ
スクトップ)を選択しま
す。

⑤最後です。フォルダに
移った後は、下記のように
画面下に「貼り付け」が表
示されますので、こちらを
押せばファイルの移動(コ
ピー)が完了です。 4-2パソコン側からスマホのSDカードにファイルを移動(コピー)する方法

コピーか移動

貼り付け
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①スマホのファイルマネージャー＋を起動し、トップ画面の「リモート」
をタップします。
②パソコンのファイルが保存してある場所を選択し、目的のファイルを長
押しします。
(例)パソコン名→Users→自分の名前→Pictures→コピーしたい画像
③画像を長押ししてから下部の「コピー」をタップします。

④上部左の　　「家のマーク」をタップ。

⑤トップ画面から「SDカード」をタップし、次に「画像」をタップ。

⑥下部の「貼り付け」をタップすれば、パソコンのPicturesからスマホの
SDカードにコピーされました。



5. 内部ストレージのデータをSDカードに移動(コピー)する方法

①ファイルマネー
ジャー＋を起動します。
スマホにSDカードが挿
入してあるか確認してく
ださい。「SDカード」
をタップ。

②SDカードの中身が表示
されます。右上の縦3点
マークをタップして「新
規作成」をタップしま
す。

③「フォルダ」をタップ
してフォルダ名を入力し
ます。同じ作業で「動
画」「音楽」「ドキュメ
ント」のフォルダを作成
します。

④SDカードの中に新しく
4つのフォルダが作成され
ました。

フォルダ名を
入力します

⑤写真を撮影して、SD
カードに移動します。
まずスマホのカメラで
4枚程度撮影してくださ
い。

⑥ファイルマネージャーを
起動して、「メインスト
レージ」をタップします。

⑦撮影した画像は
「DCIM」に入っていま
す。次に「camera」を
タップします。

⑧撮影した画像が表示
されました。次にどれ
か長押しすれば緑色に
なり選択されます。

シャッターボタンを
タップして4枚写真を
撮ります

※スマホのカメラで撮影した写真や動画を直接microSDカードに保存するには、カメラの設定(歯車
マーク)にて、保存場所を「外部」又は「SDカード」にします。この設定はカメラのアプリ(スマホの
種類)によって異なる場合があります。

6

これ重要!



⑨上部右の　　　を
タップすると全てが選
択できます。もう一度
タップすると選択が解
除されます。次に下部
の「移動」をタップし
ます。

⑩左上の　　　家のマー
クをタップします。

⑪「SDカード」を
タップします。

⑫「画像」をタップし
ます。

⑬右下の「貼り付け」
をタップします。

⑭これでSDカードに移
動しました。画像フォ
ルダの中にもフォルダ
を作成した方が整理し
やすくなります。

⑮この4枚の画像を
「色々」フォルダに移
動する場合は、すべて
選択して下の移動を
タップします。

⑯次に「色々」をタッ
プします。

⑰下部の「貼り付け」
をタップすれば移動完
了です。

⑱「色々」フォルダに
移動しました。
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6. パソコンからスマホアクセスして操作ができます)

⑤内部ストレージをタップすると各フォルダが
表示されます。これで移動やコピー等が自由に
行えます。スマホとパソコンが同期しています。

最も簡単、かつ幅広い用途に対応するのが「USBケーブルで接続する」方法です。
スマホとパソコンを直接ケーブルでつなぐだけでOKなので、面倒な事前設定や準備が
必要ありません。セキュリティ面でも最も安全といえます。

①スマホの画面ロック(パターンやパスワードなど)を解除します。又、USBデバックはONにしてくださ
い。
②スマホとパソコンをUSBケーブル接続します。USBケーブルは「データ通信可能なケーブル」と「充電
のみ可能なケーブル」の2種類がありますのでご注意ください。

③USBケーブル接続後
表示される「ファイル転
送」をタップします。

④パソコンにおいて、エクスプ
ローラの「PC」より「接続したス
マホ名」が表示されます。クリッ
クするとスマホの「内部ストレー
ジ」「SDカード」が表示されま
す。

・USBデバックとは
Androidスマートフォンにおいて「USBデバッ
グ」「USBデバッグモード」と呼ばれる機能は、
パソコン等の外部機器からUSB接続でスマホ本体
を操作できる状態になることです。

・USBデバッグを設定する手順
スマホの「設定」から「開発者向けオプション」
をタップし、「USBデバッグ」のオン/オフを必
要に応じて設定します。

スマホ パソコン

USBケーブル
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♥PDFやZipの閲覧、音楽や動画の再生など幅広いファイルを扱えます。
♥たくさんあるファイルをフォルダ分けして分かり易く管理します。
♥GoogleドライブやOne Driveなどのクラウドストレージと連携します。

まるでPCのデスクトッ
プみたいです。　使い
勝手の良いファイル管
理アプリ

ドキュメント、音楽などさまざまな形式を扱えるファイル管理アプリです。PCのデスク
トップのような感覚で、いろいろなファイルを整理できます。
もともと有料だったアプリですが無料化されたため、遠慮なくダウンロードできるように
なってお薦めです。

①さまざまな形式の
ファイルを一手に管
理。フォルダを作って
整頓でます。

②音楽再生画面。普
通のミュージックアプ
リと同じように使えま
す。

③ドキュメントの編
集やPDF化もラクラ
ク。ビジネス面でも役
立ちそうな機能。
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Documents は文書ファ
イルビューア、PDF 
リーダー、「後で読む」
アプリ、音楽・動画プ
レーヤー、ダウンロー
ダー、クラウドストレー
ジ管理アプリなど、さま
ざまなツールの機能をす
べてひとつのアプリで請
け負ってくれます。iOS 
で利用するファイルをす
べて集約できるハブのよ
うな存在として、デバイ
ス上で一番多機能で便利
なアプリになります。

Documents: ファイルマネージャー, zip 解凍
ドキュメント:ダウンロードアプリ, 動画, pdf,ブラウザ

iPhone専用

ファイル管理 ブラウザ 動画を見る

音声 PDF編集 連携 ファイルの転送
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