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はじめに 

 

デジタル・フォトアルバム「おもいでばこ」とは、思い出のつまった大切な写真や

動画を“見返す”ために生まれた株式会社バッファローの製品です。誰もがデジカ

メやスマートフォン、iPad などのタブレットで気軽に写真を撮影できるようになり、

家族の写真、旅先の写真、きれいな花の写真などたくさんの写真をパソコンやデジ

カメ、スマートフォンに残すようになりました。でも、なかなか見ることができな

かったり、整理しきれなくなったりしてはいませんか？ 

そんな思い出の写真を“簡単に整理”しながら、テレビの大画面やスマートフォン

などで“見て楽しむ”ことができるのが、「おもいでばこ」です。 

 

このテキストでは、写真や動画の取り込み方法や鑑賞方法などの基本的な使い方か

ら、スマートフォンアプリやパソコン版アプリからの取り込み、書き出し機能、さ

らに各種設定など、おもいでばこの豊富な機能をわかりやすくご案内します。 

 

家中の写真をおもいでばこに取り込んで、家族や友人と、または一人でゆっくりと、

思い出の見返しをどうぞお楽しみください。 

 

 

※このテキストは、テレビとリモコンを使用した操作を中心にご紹介しています。

※スマートフォンやタブレットでの操作は、iOS と Android の操作画面がほぼ同様

のため、iOS（iPhone）を中心に操作画面を掲載しています。 

※パソコンでの操作は、Windows 版アプリと Mac 版アプリの操作画面がほぼ同様

のため、Windows 版アプリを中心に操作画面を掲載しています。 

※おもいでばこの初期設定は、おもいでばこに同梱されている「写真を大切にする

あなたに、感謝をこめて」をご覧ください。 

（設置設定、無線 LAN 接続、テレビリモコン操作の設定など） 

 

 

 

 

 
【テキスト執筆環境】 

おもいでばこ本体バージョン 3.30 

iPhone iOS バージョン 11.2.5 

Android バージョン 8.0.0 

iOS 用おもいでばこアプリ バージョン 6.3.0 

Android 用おもいでばこアプリ バージョン 6.3.0 

Windows10 Windows 版アプリ バージョン 1.0 

Mac High Siera Mac 版アプリ バージョン 2.5 

※ご使用しているスマートフォンの機種、また iOS、Android、アプリのバージョンなどによって

画面の表示が異なる場合があります。 
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１ “おもいでばこ”とは？ 

■写真を見返せていますか？ 

デジカメやスマートフォン、iPad などのタブレットの急激な普及に伴って、いつで

もどこでも誰でも気軽に写真や動画を撮影できるようになりました。しかし撮影が

気軽で簡単になったものの、「その大切な写真、見返せていますか？」と聞かれると、

いろいろと忙しいし、写真の整理は大変そうだしと、後回しになっている方も多い

のではないでしょうか。さらに、家の中には古いアルバムや整理されないままのプ

リント写真が山積みになっていたりと、なかなか写真の管理は大変です。そこで登

場したのが「おもいでばこ」。おもいでばこは、今までのデジタル機器では写真が見

返せない、整理が大変という大きな悩みを一気に解消してくれます。おもいでばこ

を便利に使いこなしていきましょう。 

 

■おもいでばことは？ 

おもいでばこは一言でいえば、写真を簡単に取り込んで、撮影日順に自動で並べ替

えてくれる“写真整理のプロ”です。 

 

■おもいでばこの特徴 

 デジカメ、スマートフォン、タブレット、パソコン、ゲーム機などさまざまな

機器から 大 40 万枚の写真や動画が取り込めます。 

 写真の取り込みは、USB ケーブルでつないだり、SD カードを挿し込んだりし

た後、【とりこみ】ボタンを押すだけです。 

 スマートフォン、iPad などのタブレットでは、アプリから Wi-Fi で、あるいは

Wi-Fi ルーターがなくてもワイヤレス接続で写真や動画を送信することができ

ます。 

 同じ写真を二重で取り込まない重複検知機能があります。ファイル名などでは

なく、写真や動画データ自身の重複を検知します。 

 取り込んだ写真は撮影日順に自動で整理されます。 

 アルバムやタイムライン、カレンダーなど、楽しく見返す機能が充実していま

す。 

 取り込んだ写真や動画は、テレビ、スマートフォン、タブレットなどさまざま

な機器で閲覧できます。 

 ハードディスクをつなぐだけで簡単にバックアップが取れます。 

 Windows パソコンや Mac からもアプリを使って、写真や動画を取り込んだり、

閲覧したり、書き出したりして楽しめます。 

 

さまざまな特徴を持ったおもいでばこを使って、皆さんも簡単に写真を整理し、ゆっ

たりと見返す時間を楽しんでください。 
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２ 写真を取り込んでみよう（基本） 

おもいでばこは、いろいろな周辺機器（デバイス）から写真や動画を取り込むこと

ができます。ここでは、デジタルカメラで使われている SD カード、パソコンから

取り込むのに便利な USB メモリー、タブレットやスマートフォン、プリント写真

の取り込み方法をご紹介します。 

 

１ SD カードからの取り込み 

デジタルカメラの写真保存に一般的に使われている SD カードから写真を取り込み

ます。動画が含まれている場合は、動画も写真と一緒に取り込まれます。 

 

① おもいでばこの電源を入れます。 

 

② おもいでばこ前面の SD カードスロットに、SD カードを挿し込みます。 

③ 【とりこみ】ボタンが白色に点灯したら【とりこみ】ボタンを押します。 

  

④ 取り込みが開始されます。 

⑤ 【とりこみ】ボタンが緑色に点滅します。 
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⑥ テレビに取り込みの状況が表示されます。 

 

⑦ 青色点灯で取り込みは完了です。テレビに取り込み完了のメッセージが表示さ

れます。リモコンの  ボタンを押します。 

 

⑧ SD カードを取り出します。 

※SD カードをぐっと押し込むと、取り出すことができます。 

 

 

２ USB メモリーからの取り込み 

パソコンから写真を取り込むには、USB メモリーを使うと便利です。USB メモリー

に入っている写真はすべて取り込まれます。 

 

① おもいでばこ前面の USB コネクターに USB メモリーを挿し込みます。 

② 【とりこみ】ボタンを押します。 

 

③ 写真がおもいでばこに取り込まれます。 
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パソコンに保存されている写真を USB メモリーにコピーしましょう。 

 

① 写真の保存されているフォルダーを表示します。ここでは、【ピクチャ】フォ

ルダーを開いてフォルダーを表示しています。 

② 空の USB メモリーをパソコンに挿し込み、USB メモリーを開きます。 

③ おもいでばこに取り込みたい写真を、フォルダーごとコピーします。 

 

※パソコンから直接取り込むには、Windows 版/Mac 版のおもいでばこアプリを

使用します。「11 Windows 版/Mac 版アプリを使ってみよう」を参照してくだ

さい。 

 

 
おもいでばこに取り込める写真やビデオの枚数、おもいでばこで再生できるファイ

ル形式は以下のとおりです。 

写真・ビデオの 

大とりこみ数 

約 400,000 枚 

または、空き容量が無くなるまで 

再生可能 

ファイル 

の形式 

写真 JPEG、PNG（アプリからの取り込み）、HEIF 

動画 motionJPEG、mp4、H.264/AVC、H.265/HEVC 

音楽 mp3（44.1kHz のみ） 

 

※写真は RAW 形式、TIFF 形式などは取り込めません。 

※PNG 形式の写真は、おもいでばこアプリからの取り込みのみ対応しています。 

※HEIF、HEVC の再生は各機器に適した形式に変換されたデータで再生されます。 

※取り込んだ 4K 動画は、おもいでばこで再生時はフル HD 出力となります。 

※取り込み可能な動画の拡張子の例： 

.mp4 .m4v .mov .avi .m2ts .mts など 

※4GB 以上の大きさの動画を取り込むことはできません。 

ちょっと一言 

ここが大事！ 
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３ スマートフォンからの取り込み 

無線 LAN（Wi-Fi）でスマートフォンや iPad などのタブレットを使っている場合

は、おもいでばこのアプリを利用して写真を取り込むことができます。動画も写真

と一緒に取り込まれます。 

 

■アプリのインストール 

iPhone、iPad は「App Store」から、Android スマートフォン、タブレットは「Play

ストア」から、「おもいでばこ」アプリを検索してインストールします。 

 

iPhone（iOS）の場合 

① 〔App Store〕から「おもいでばこ」を検索し、【入手】をタップして、イン

ストールします。 

② 【おもいでばこ】アプリをタップし、起動します。 

  

 

Android の場合 

① 〔Play ストア〕から「おもいでばこ」を検索し、【インストール】をタップし

て、インストールします。 

② 【おもいでばこ】アプリをタップし、起動します。 
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■初期設定 

スマートフォンやタブレットなどの端末は、初回利用時におもいでばこに登録する

必要があります。おもいでばこのテレビ画面はホーム画面を表示しておきましょう。 

 

① Wi-Fi 接続されているおもいでばこを選択します。 

② 【端末を登録】をタップします。 

③ この画面が表示されたら、テレビ側の操作をします。 

   

④ テレビ画面で【許可】が選択されていることを確認し、リモコンの  ボタン

を押します。 

⑤ 認証のための４桁の数字をリモコンで入力し、【はい】が選択されていること

を確認して、  ボタンを押します。 

⑥ テレビ画面に【登録を許可しました。】と表示されます。 

  

⑦ 端末の【確認】をタップします。 

⑧ 【次へ】をタップします。設定が完了します。 
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■アプリから写真を送る 

おもいでばこに写真を送ってみましょう。 

 

iPhone（iOS）の場合 
 
① 画面左上の  【メニュー】をタップします。 

② 【写真を送る】をタップします。 

③ 「“おもいでばこ”が写真へのアクセスを求めています」が表示されたら、

【OK】をタップします。 

   

④ 【すべての写真】をタップします。 

⑤ 表示された写真から、取り込みたいものをタップします。 

※すべて選択したい時は左下の【全選択】を、その日付の写真をすべて選択し

たい時は日付の右にある【選択】をタップします。 

⑥ 【次へ】をタップします。 

⑦ 【送信】をタップします。 
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⑧ 送信を開始します。 

⑨ 【完了】をタップします。 

  

 

 
おもいでばこに取り込めない写真や動画は、次のマークが表示されます。 

 

 

   が表示されている写真は、iCloud に保存されている元の画質の写真です。 

  をタップして、【ダウンロードして送信する】を選択しておき、iCloud から取

り込むのをおすすめします。注意点がありますので確認しておきましょう。 

  
 

取り込み後に【送信済みの写真を削除】を選択すると、取り込み後に iPhone から

写真が削除されます。iPhone の容量が少ない人には便利な機能です。 

   
 

ちょっと一言 
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画面下の     タップすると、取り込む画像の形式を選択できます。 

 

 

Android の場合 
 
① 画面左上の  【メニュー】をタップします。 

② 【写真を送る】をタップします。 

③ 「おもいでばこに端末内の写真、･･･許可しますか？」が表示されたら、【許可】

をタップします。 

   

④ 【すべての写真】をタップします。 

⑤ 表示された写真から、取り込みたいものをタップします。 

⑥    をタップします。 

⑦ 【送信】をタップします。 
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⑧ 送信が開始します。 

⑨ 【はい】をタップします。 

  

 

 
 取り込みたい写真は範囲選択することができます。 

 

iPhone（iOS）の場合 

① 初の写真を長押しします。写真の上に【ここから】と表示されます。 

② 後の写真をタップします。その間の写真がすべて選択されます。 

  
 

Android の場合 

① 初の写真を長押しします。写真の上に【ここから】と表示されます。 

② 後の写真をタップします。その間の写真がすべて選択されます。 

  

 

ちょっと一言 
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■ケーブルでつないで写真を送る 

スマートフォンやタブレットからケーブルを使って写真を取り込みます。動画が含

まれている場合は、動画も写真と一緒に取り込まれます。ケーブルを使って取り込

む場合は、機器に入っているすべての写真や動画が取り込まれます。 

※すでにおもいでばこに入っている写真や動画は取り込みません。 

 

① おもいでばこの電源を入れます。 

② スマートフォンとおもいでばこをケーブル（スマートフォンに付属されている

USB 接続用のもの）でつなぎます。 

③ 画面にメッセージが表示されたら、【許可】をタップします。 

  

④ 【とりこみ】ボタンを押します。写真がおもいでばこに取り込まれます。 

⑤ ケーブルを取り外します。 

 

 
 Android 端末からのケーブル取り込み 

Android の場合は、スマートフォンとおもいでばこをケーブルでつないだ後に、ス

マートフォンの画面で、USB 接続の用途を【ファイルを転送する】に変更する必

要があります。 

  

 

 Live Photos（ライブフォト）の取り込み 

iPhone 6s/6s Plus 以降の iPhone で撮影することができる Live Photos（動く

写真）をおもいでばこに取り込む場合は、おもいでばこアプリを使用した取り込み

を推奨しています。 

  

ちょっと一言 
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４ プリント写真の取り込み 

プリントされた写真も、スキャナーという機械を使うことでパソコンやタブレット、

スマートフォンに取り込むことができます。 

 

富士通から販売されている ScanSnap（スキャンスナップ）という人気のスキャ

ナーがあります。いくつか種類があり、それぞれの特徴を生かして便利にプリント

写真を取り込みます。 

 

 ScanSnap iX100（写真左） 

小さく軽く、持ち運びに便利です。また、無線 LAN（Wi-Fi）の環境がなくても直

接 iPad と Wi-Fi 接続（ダイレクト接続）できるので、好きな場所ですぐ使うこと

ができます。 

 

 ScanSnap iX500（写真中央） 

高速で写真を読み取ります。写真を重ねてセットし、一度に複数枚の写真を一気に

スキャンすることができます。 

 

どちらの機種も、プリント写真をデジタル化し、パソコンやタブレット、スマート

フォンに保存することができます。 

詳しくはパソコープテキスト「スキャンスナップを使ってみよう」をご覧ください。 

 

 Omoidori（写真右） 

iPhone をセットして、下に置いたバラ写真や、アルバムに貼った写真をはがさず

そのままスキャンすることができます。 

 

     
ScanSnap iX100 ScanSnap iX500 Omoidori 
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３ 写真を見てみよう 

おもいでばこに取り込んだ写真を見てみましょう。 

 

１ テレビで見る 

おもいでばこに取り込んだ写真をテレビで見てみましょう。 

 

① テレビ画面の【 近とりこんだもの】を選択して、リモコンの  ボタンを押

します。 

 

② 直前に取り込んだ写真の一覧画面が表示されます。 

※縮小写真がタイル状に並ぶ画面のことを「一覧画面」と呼びます。 

③ 画面の右下にリモコンの操作名が表示されているのを確認します。 

この操作名は、その時見ている画面の機能に合わせて変化します。 

 

④ リモコンの  ボタンを押します。 
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⑤ 写真が大きく表示されます。  ボタンの下にある▼ボタンを押して、下の写

真を表示します。▲ボタンで上の写真を表示します。 

※写真が大きく表示される画面のことを「閲覧画面」と呼びます。 

 

⑥     ボタンを押し、画面を戻します。 

⑦ リモコンの【前へ】（リモコンの【か】）ボタンを押します。タイトルが【 近

とりこんだもの（1 回前）】に変わり、１回前に取り込んだ写真が表示されます。 

 

⑧ 【前へ】ボタンでその前に取り込んだ写真を見たり、【次へ】（リモコンの【さ】）

ボタンで戻したりすることができます。 

⑨ リモコンの【ホーム】ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。 

 

 
見たい写真だけをすぐ見ることができるクイックビューという便利な機能があり

ます。 

写真の一覧から１枚写真を選択し、リモコンの【クイックビュー】（リモコンの【あ】）

ボタンを押します。その１枚だけが大きく表示され、もう一度クイックビューボタ

ンを押すと、元の画面に戻ります。 

ちょっと一言 



 

「おもいでばこを使いこなそう（決定版）」 

PASOCOOP 20 

おもいでばこを使いこなそう［決定版］

 

２ スマートフォンで見る 

おもいでばこで取り込んだ写真はスマートフォンやタブレットでも見ることができ

ます。 

※Android での操作もほぼ同様です。 

 

① 【 近とりこんだもの】をタップします。 

② 一覧画面が表示されます。好きな写真をタップします。 

③ 大きく表示されます。写真を左右にスワイプ（画面に触れた状態で指を滑らせ

る操作）すると、前や次の写真を見ることができます。 

   

④ 画面の左上の【戻る】をタップすると、元の画面に戻ります。 

⑤ 一覧画面を右にスワイプすると、１回前に取り込んだ写真が表示されます。 

⑥ 画面の左上の【見る】をタップすると、【おもいでばこを見る】メニューに戻り

ます。 

   


