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ギャラリーについて
ギャラリーでは、本機で撮影した静止画／動画、ダウンロードした
データなどを再生できます。また、静止画の編集や、静止画／動画の
共有ができます。
･ ギャラリーでは、microSDカードまたは内部ストレージに保存さ
れているデータを再生します。
･ microSDカードの取り付けかたは、「microSDカードの取り付け
かた／取り外しかた」（rP.38）をご参照ください。
･ 本機で対応しているファイルの拡張子は次のとおりです。ただし、
ファイルによっては利用できない場合があります。

1 ホーム画面で「メディア」フォルダ→「ギャラ
リー」
アルバム一覧画面が表示されます。

a選択したテーマでフォルダ分けします。
bカメラを起動します。
cメニューを表示します。
d保存先が「内部ストレージ」に設定され、本機の「カメ

ラ」で静止画／動画を撮影しています。

種類 拡張子
静止画 jpg、png、gif、bmp
動画 3gp、mp4、wmv、rm、rmvb、asf

ギャラリーを開く

アルバム一覧画面
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e「端末内の写真」（本体の場合）／「SDカード内の写真」
（microSDカードの場合）フォルダには、本機で撮影し
た静止画／動画が保存されています。

f「ダウンロード」フォルダには、本機でダウンロードし
たデータが保存されています。

gmicroSDカードに保存されています。
h保存先が「microSDカード」に設定され、本機の「カ

メラ」で静止画／動画を撮影しています。
i「スクリーンショット」フォルダには、スクリーンショッ

ト（rP.68）が保存されています。
j「Bluetooth」フォルダには、Bluetooth®で受信した

データが保存されています。

お知らせ

･ 保存されているデータの種類や保存したアプリケーションなどに
よって、表示されるフォルダやフォルダ名は異なります。

アルバム一覧画面で をタップすると、次のメニューが表示されま
す。

アルバム一覧画面でフォルダをロングタッチすると、次のメニューが
表示されます。
･ フォルダによって、表示される項目は異なります。

お知らせ

･ フォルダ内に保存されているデータの種類によっては、共有に使用
するアプリケーションが一部、表示されないことがあります。アルバム一覧画面のメニュー

項目 説明
削除 選択したアルバムを削除します。
アルバムの表示／非表
示

フォルダをタップして複数選択し、まと
めて非表示にします。

設定 顔認識機能や情報の表示設定などを行い
ます（rP.204）。

項目 説明
共有 選択したフォルダのデータを

Bluetooth®やメールなどを使って共有
できます。

削除 選択したフォルダを削除します。
非表示 選択したフォルダを非表示にします。
詳細情報 選択したフォルダの詳細情報を表示しま

す。

項目 説明
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1 アルバム一覧画面／サムネイル画面／再生画面で
→「設定」

2 項目を設定

静止画／動画を再生する

1 アルバム一覧画面で再生するフォルダをタップ

a静止画／動画がサムネイルで表示されます。サムネイル
をタップすると再生できます。

bフォルダ名が表示されます。 をタップすると、上の階
層に戻ります。

c静止画／動画をタップして複数選択し、まとめて共有し
ます。

d静止画／動画をタップして複数選択し、まとめて削除し
ます。

eメニューを表示します。

ギャラリーを設定する

項目 説明
フェイスタグ 顔認識で撮影された静止画に名前を表示さ

せるかどうかを設定します。
日時の表示 再生時に撮影日時を表示するかどうかを設

定します。
場所の表示 再生時に撮影場所を表示するかどうかを設

定します。
･「カメラ」の「GPSタグ」を有効にして
撮影した場合にのみ表示されます。

共有時に情報を
表示

共有時に情報を表示するかどうかを設定し
たり、表示する場合の位置を設定します。

サムネイル画面

b

a

c d e
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2 静止画／動画をタップ
画面にアイコンが表示され、次の操作ができます。

■ 動画再生中

お知らせ

･ 画面のアイコンが非表示になった場合は、画面をタップすると再表
示できます。
･ 顔認識で撮影された静止画をタップすると白枠が表示され、次の操
作ができます。
- 白枠をタップして「連絡先の選択」→連絡先をタップすると、選
択した連絡先に登録されている名前がふきだしに表示されます。
吹き出しに設定した名前をタップすると、電話やメールを選択で
きます。
- 白枠をタップして「名前の入力」→名前を入力すると、入力した
名前がふきだしに表示されます。

･ タッチパネルを使って次の操作ができます。
- 左／右にスワイプ：前／後の静止画／動画を表示
- ダブルタップ：拡大表示／縮小表示
- ピンチイン／ピンチアウト：縮小表示／拡大表示

サムネイル画面で をタップすると、次のメニューが表示されます。
･ フォルダによって、表示される項目は異なります。

アイコン 説明
静止画／動画をBluetooth®やメールなど
を使って共有します。
静止画／動画を削除します。

（静止画
のみ）

静止画を編集します（rP.207）。

（動画の
み）

動画を再生します。

アイコン 説明
動画をYouTubeやBluetooth®、メールな
どを使って送信します。

／ 一時停止／再生します。
スライダーを左／右にドラッグして巻き戻
し／早送りします。

サムネイル画面のメニュー

項目 説明
コピー サムネイルをタップして複数選択し、まとめ

て別のフォルダにコピーします。
移動 サムネイルをタップして複数選択し、まとめ

て別のフォルダに移動します。
スライドショー フォルダ内の画像をスライドショーで表示し

ます。画像をタップすると、スライドショー
が停止します。
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サムネイル画面で静止画／動画をロングタッチすると、次のメニュー
が表示されます。
･ 静止画／動画によって、表示される項目は異なります。

再生画面で をタップすると、次のメニューが表示されます。
･ 静止画／動画によって、表示される項目は異なります。

設定 顔認識機能や情報の表示設定などを行います
（rP.204）。

項目 説明
共有 選択した静止画／動画のデータを

Bluetooth®やメールなどを使って共有でき
ます。

削除 選択した静止画／動画を削除します。
コピー 選択した静止画／動画を別のフォルダにコ

ピーします。
移動 選択した静止画／動画を別のフォルダに移動

します。
編集 静止画を編集します（rP.207）。
印刷 静止画を印刷します。
左に回転 静止画を左／右に90度回転します。
右に回転
画像を設定 静止画を壁紙や連絡先の画像に設定します。
詳細情報 選択した静止画／動画の詳細情報を表示しま

す。

項目 説明 再生画面のメニュー

項目 説明
編集 静止画を編集します（rP.207）。
左に回転 静止画を左／右に90度回転します。
右に回転
スライドショー フォルダ内の画像をスライドショーで表示し

ます。画像をタップすると、スライドショー
が停止します。

画像を設定 静止画を壁紙や連絡先の画像に設定します。
詳細情報 静止画／動画の詳細情報を表示します。
地図に表示 撮影場所を地図で表示します。

･ 位置情報が登録されている場合のみ表示さ
れます。

印刷 静止画を印刷します。
設定 顔認識機能や情報の表示設定などを行います

（rP.204）。
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静止画を編集する

1 サムネイル画面で編集するサムネイルをタップ→
静止画をタップ

2

a「編集」が表示されます。 をタップすると、上の階層
に戻ります。

b前の操作に戻ります。

c次の操作に進みます。
d保存します。
eメニューを表示します。
f項目を選択します（g～kのいずれを選択したかに

よって項目が変わります）。
g表現手法を設定します。
h顔認識機能を利用して、美白・細面などの効果を設定し

ます。
i傾き調整、トリミングなどを行います。
jコントラストや彩度などを調整します。
kフレームを設定します。

3 画像を編集

4

静止画編集画面で をタップすると、次のメニューが表示されます。

静止画編集画面

h i j kg

f

a b c d e

静止画編集画面のメニュー

項目 説明
リセット 設定した編集をすべて解除して元の画像に戻

します。
情報 静止画の情報を表示します。
適用されたエフェク
トを表示／適用され
たエフェクトを非表
示

編集に使用したエフェクトの種類を静止画編
集画面に表示／非表示します。
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エクスポート コピーを作成します。
印刷 静止画を印刷します。

項目 説明
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