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使用条件 

 パソコンで入力したデータ（カレンダーやテキスト
ファイルなど）を携帯端末で見る 

 携帯端末はポケットに入るサイズに限る 

PDA、携帯電話、iPod など 

 出来るだけ簡単な操作でデータが送れる 

出来ればワンクリックで！ （PCのエキスポート・
インポート機能は利用しない） 

 ソフトは無料 
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接続方法 

1. ケーブル：RS232、USB、LANケーブル 

 PDA、携帯電話、iPod 

2. コードレス：赤外線、Bluetooth(マイクロ波）、無線LAN 

 PDA、携帯電話、iPod touch 

 

   以下は出先でデータの交換が可能 

3. インターネット： PDA、（net PC） 

4. インターネット+携帯電話：携帯電話 
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PDA（Portable Digital Assistant 電子手帳) 

例 Zaurus M1-P10 
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Zaurus の機能 

• Outlook 予定表、連携先との同期 

 クレードルを使うとワンクリックで同期する 

• テキストデータの同期 同上 

• 手書き入力 漢字変換 

• PCで保存したHPのブラウジング 

• モデムを付ければメールやHP閲覧も可能 

• ポケットワード ポケットエクセル 

• 世界時計 

• その他色々 

• 欠点 少し大きくて重い 現在では入手困難  

 



携帯電話を使う Ⅰ メールをメモ帳かわりに使う 
使用携帯： DoCoMo Foma N902i（フルブラウザ対応） 
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最も簡単な使い方だが大変便利 

用 途： 
• 会や催しの通知  

PCで受け取った通知のメールなどをそのまま携帯
メールに転送する 

URLを埋め込んだメールだと閲覧も可能 

• 読みたい本のリスト 

• 購入予定品リスト 

• その他各種メモ（内容が固定したメモには不適） 



携帯電話を使う Ⅱ 予定表 
Outlook予定表と同期したGoogle Calender携帯版を見る 
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1. Google  の利用者登録を済ます 

2. Google が提供しているOutlookの予定表とGoogleCalenderを同期
するソフト「Google Calender Sync」を 

http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=

89955 

よりダウンロードしてインストールしておく（次のスライド参照） 
3. インストールが終了すると設定画面が出るので、 

１ way：Microsoft Outlook Calender to Google Calennder を選択
する（選択ボタン） → 書き込みはOutlook側でのみ可能となる 

4. Google Calender の設定画面で携帯電話用の設定を行なう 

5. Outlook 予定表に予定を書き込み２．のソフトを起動しGoogle 

Calennder を同期する  

 

Google Calender 導入の手順 

http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=89955
http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?answer=89955


7 ここをクリックしてダウンロード → インストール 

ここを開く ２． Google Calender Sync のダウン
ロード 
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Google Calender Sync の設定画面（起動すると現れる） 

② Outlookを入力ツールとす
るので １way Outlook to 

Google を選択（推薦） 

③ この時間で自動的に同
期が実行される 

① GoogleAcount（登録したメール 

アドレス)とパスワードを入力 

ツールバー通知領域に現れるアイコン
を右クリックするとこの画面が現れ
Syncをクリックすると手動で同期する 
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① グーグルホームページからカレンダーを選択し起動する 

ここをクリック 

Google Calender の初期設定 
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初期画面 2度目からは直接自分のカレンダーにログインできる 

①登録したメールアドレスを入力する 

②登録したパスワードを入力する 

③ ログインボタンをクリック 

初回アクセス時にはカレンダー登録画面が出
るので指示に沿って情報を入力する 

「次へ」ボタンで次のカレンダー画面へ進む 
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Googleカレンダー画面と機能設定 

この画面からOutlook予定表とほぼ同じ要領で予定を書き込むことが出来る 

しかし、ここでは書き込みはOutlook予定表で行ない、ここに同期転送する。 

機能設定のためここをクリック 
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全般設定画面 ここはほぼ初期値のままでよい 

デフォルトは月曜日 もう一つ（仕事用など）カれンダーを作り
たいときはここをクリック 

共有予定表にも設定可能 
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カレンダー設定 このタブも初期値のままでよい 

 もう一つ別のカレンダーを作るとき、データをインポートする時などに使う 
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携帯電話設定画面 携帯電話を手元に置いておく必要有り  

① 自分の携帯のユーザー名（メール
アドレス）とドメイン名を入力する 

② ：①を入力後ここをクリック  

③ しばらくすると携帯へ確認コードが送ら
れてくるのでここへ入力して「保存」 

以上でPC側準備完了 



携帯側の設定 （DoCoMo Fomaの場合） 
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1. i-mode でインターネット ブラウザモードに入る 

 

2. URL欄に「http://www.google.com/calender/m」を入力 

 

3. 最初はアカウント名（登録したメールアドレス）、パスワードな
どを聞いてくるので指示に従って入力する 

 

4. オートログインに設定しておくと次回からワンクリックで入れ
る 
 

 

 

http://www.google.com/calender/m
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携帯でのGoogleカレンダー画面 

Google地図のリンクがあるとその場
所の地図を表示する 

携帯側からの入力を可能にするには 

http://gcal.vard.jp/  

このサイトからTAKE24/7というフ
リーソフトをインストールすれば可能 

携帯側の入力は携帯の種類によっ
ても異なるので、てこずったら携帯の
サービスカウンターに問い合わせて
下さい 

この方法の問題点 

パケット料金がかかる！ 

http://gcal.vard.jp/


その他の利用法 
datalink（DoCoMoフリーソフト）を使う 
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1. DoCoMoのHPのダウンロードページからdatalinkソフトをダウンロード
しインストールする  

2. USB接続ケーブル（オプション品)でパソコンと携帯を繋ぐ 

3. Datalinkを起動する  

Datalink で出来ること 

• 独自のカレンダーソフトで予定表を作る 

携帯側でも入力できるがOutlookとは同期せず（インポート・
エキスポートが必要） 

• メモ機能でテキストファイルを携帯のメモに転送する 

ただし、改行やブランクは転送されない 

• その他 

 
欠点：使い勝手が悪い メリット：パケット料金は不用 



iPodを携帯端末として使う 
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iTuneの設定（以降のスライドで画面説明） 
1. iPod(iPod nano, classic など） をUSB接続する 

2. iTuneが立ち上がる 

3. iTuneの左サイドフォルダーツリーのデバイス >>  XXのiPod 

（接続していないと現れない）をダブルクリック  >>  

iPod設定画面が出る 

4. 概要タブ：このiPod接続時にiTuneを開く、ディスクとして使用するを
チェック 

5. アドレスデータタブ：カレンダー欄 マイクロソフトOutlookからカレン
ダーを同期をチェック、全てのカレンダーを選択 

6. 右下同期ボタンをクリックすると自動的に同期する 

7. フォルダーツリーでiPodを「開く」ボタンをクリックして 

iPodに「接続を解除できます」メッセージが出たら接続を切る  
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iTune 初期画面 
iPod をパソコンUSB接続すると自動的に立ち上がる 

ここをクリックするとデバイス 

の内容（次画面)が開く 
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iTuneのiＰｏｄ 設定画面  概要タブ  

ここにチェックを入れる 
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iTuneのiＰｏｄ 設定画面  アドレスデータ タブ  

ここをチェック・選択 

ここをクリックして同期 



iPod+iTune 

その他の機能と特徴 

 iPodをディスクとして使用するにチェックを入れるとリム
ーバブルディスク扱いになるのでテキストファイルをコピ
ーするとiPodのテキストモードで読める（備考録など） 

 Outlook 予定表、連絡先テキスト欄に用件を書き込むこ
とが出来る 

 通信は出来ないが通信料（パケット料金）不用 
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iPod いくつかの画面 

カレンダー 月単位 カレンダー 当日内容 テキストメモ 



おしまい 
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