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機能概要

◆ ブックをダウンロードすると、ブック内のPDFまたはオフィスファイルから自動生成し
たPDFに注釈をつけることができます。

◆ 注釈をつけたPDFはHandbookアプリの「端末内のハンドブックとドキュメント」（シェ
ルフ）に保存されて、ネットワークに接続していないときでも閲覧することができます。

◆ 注釈をつけたPDFは外部アプリで印刷、共有（メールなど）することができます。

※対応端末はiPad/ iPhoneのみです。
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ブックリスト

ダウンロード済

のブック

注釈したPDF

ファイル

（シェルフとも呼びます）



利用シーン

◆ 会議中に会議資料のPDFにコメントを追加して関係者にメール送信

◆ 部内回覧するレビュー資料のPDFにマークを追加して担当者にメール送信

◆ ネットワークが使えない現場でドキュメントのPDFに写真を添付し、印刷して共有
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事前準備

Handbook Studioでブックのダウンロードを許可する
HandbookアプリでPDFに注釈をつけるには事前にブックのダウンロードが必要です。
Handbook Studioで対象のブック設定にある「ブックのダウンロードを許可」をオンにし
ているのを確認してください。（「ブックのダウンロードを許可」は初期設定でオンになっ
ています。）

Handbook Studioで外部アプリ連携を許可する
注釈をつけたPDFを外部アプリで印刷やメールで共有したい場合、Handbook Studioで対
象のブック設定にある「外部アプリで添付ファイルを開くことを許可」をオンにする必要が
あります。この設定で外部アプリ連携を許可すると、Handbookアプリから別のアプリにコ
ンテンツファイルをコピーして渡すことができるようになり、別のアプリでファイルの操作
が可能になります。
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オンすると、外部アプリがブックのコンテンツへアクセスすることが

できます（メールに添付する、外部アプリでファイルを開く、など）

ブックのダウンロードを許可する

ブック設定画面

※ 注意：外部アプリ連携を許可すると、Handbookアプリから別の外部アプリへPDFを
コピーして渡ることになり、渡したあとのファイルはHandbookで管理することはできま
せん。Handbookのコンテンツが外部に広まる可能性がありますので、外部アプリ連携は
慎重に使うようにご注意ください。



ブックリスト

使い方
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HandbookアプリでPDF注釈画面を開く

1 Handbookアプリを開いて、ブックをダウンロードします。

ブックリストで対象のブックを長押し、または右上の「編集モード切替」ボタンを
タップすると、ブックリストが編集モードに切り替わります。「ダウンロード」アイ
コンをタップして、ブックをダウンロードします。編集モード画面の右上にある「完
了」をタップしてブックリストに戻ります。

長押し ダウンロード

未ダウンロード

のブック

ダウンロード済

のブック

2 ダウンロードしたブックを開いて、PDFを閲覧します。

ダウンロード後、ブックをタップしてPDFのあるセクションを開きます。この画面は
PDFプレビュー画面と呼びます。

編集

モード

編集モード 編集モード

PDFファイルセクション

PDFプレビュー画面
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3 PDFプレビュー画面のメニューで「PDF注釈」を選択します。

PDFプレビュー画面をタップすると画面左上部にページメニューが表示されるので、
メニューの一覧から「PDF注釈」を選択します。

画面をタップ

PDF注釈

3 PDF注釈画面をタップしてメニューを表示します。

PDFプレビュー画面からさらに別のPDF注釈画面が表示されます。PDF注釈画面では
注釈用のメニューになります。

PDFプレビュー画面 PDF注釈画面

PDF注釈画面で表示されているメニューは以下のようなアイコンで示されます。

注釈ツール

注釈/しおりリスト しおり PDF内検索

サムネイル

※ 各アイコンの機能は本ガイドの「PDF注釈画面メニューを理解する」を参照して
ください。



Handbookアプリでコンテンツを連続再生する（続き）
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3 PDF注釈画面を閉じます。
PDF注釈画面での編集が終わったら左上の「X」をタップしてPDF注釈画面を閉じ、
PDFプレビュー画面に戻ります。

PDF注釈画面

終了ボタン



注釈をつけたPDFをシェルフで閲覧する
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1 PDF注釈画面を閉じてブックリストに戻ります。

PDF注釈画面左上にある「X」を選択してPDFプレビュー画面に戻り、また「戻る」
を選択してセクションリスト、ブックリストに戻ります。

注釈をつけたPDFは別のPDFとしてHandbookアプリ内に保存され、ブックリスト下部の
シェルフに一覧で表示されます。
ここではPDF注釈画面からシェルフへ移動してコンテンツを閲覧する手順を説明します。

1. PDF注釈画面を閉

じます

2. セクションリスト

へ戻る

3. ブックリストへ戻る

PDF注釈画面 PDFプレビュー画面

セクションリスト ブックリスト

注釈を付けたPDFファイル



Handbookアプリでコンテンツを連続再生する（続き）
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2 注釈をつけたPDFファイルを閲覧します。

シェルフには、注釈をつけたPDFファイルの一覧が表示されます。PDFアイコンを
タップするとプレビュー画面が表示されます。

注釈したファイルをそのまま表示させる

閲覧したい
PDFファイルをタップ



①フィードバック設定
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注釈をつけたPDFをメールに添付して送ったり外部アプリで開いたりすることができます。
この場合、ブックをダウンロードする前にHandbook Studioのブック設定で「外部アプリ
で添付ファイルを開くことを許可」オプションをオンにする必要があります。

注釈をつけたPDFをメールに添付する/外部アプリで開く

注釈をつけたPDFをメールに添付する/外部アプリで開く/削除する

1 シェルフのPDFファイルアイコンを長押し、または右上の「編集モード切替」ボタン
をタップすると編集モードに切り替えます。

外部アプリで開きたい

コンテンツを長押しします

編集

モード

2 PDFファイルアイコン上にメニューボタンが表示されます。メニューの「共有」を
タップします。

※「共有」が表示されない場合は、ブック設定の「外部アプリで添付ファイルを開く
ことを許可」オプションがオフです。
Handbook Studioでブック設定を変更して保存してください。その後、Handbook
アプリでブックリストを再読み込みすると、ダウンロードの更新アイコンが表示され
ます。ダウンロードを解除しないで、ダウンロードの更新を行うことでメニューに
「共有」が表示されるようになります。

選択したコンテンツを外部アプリで開きます
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PDF注釈の設定を選択する

使いたいアプリを選択

3 表示されたポップアップ画面で、注釈の設定を選択します。

4 表示された共有画面で、アプリを選択します。

※表示されるアプリは、Handbookアプリで指定したものではありません。
使用している端末によって異なります。

※ 注意：外部アプリで添付ファイルを開くことを許可し、Handbookアプリから外
部アプリでコンテンツを開くとき、コンテンツはコピーして外部アプリに渡されます。
外部アプリに渡した後はHandbookで管理することができないため注意してくださ
い。
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シェルフのPDFファイルアイコンを長押し、または右上の「編集モード切替」ボタンをタッ
プすると編集モードに切り替わり、PDFファイルアイコン上にメニューボタンが表示されま
す。メニューの「削除」をタップします。

注釈したPDFを削除する

削除したい

コンテンツを長押しします

削除をタップします

編集

モード



①フィードバック設定
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PDF注釈画面のメニューで「注釈ツール」オプションを選択すると、画面にツールバーが表
示されます。ツールバーの各注釈アイコンの種類を以下に説明します。

注釈ツール

PDF注釈画面のメニュー

PDF注釈画面メニュー

ツールバー

文字修飾

テキスト

ノート

ペン

マーカー

図形

メディア

消しゴム

選択

元に戻す

やり直し

閉じる

ツールバー移動

マーカー、下線、波線、取り消し線

テキスト、吹き出し、署名

四角形、楕円、線、多角形、連続線

カメラ、スタンプ、音声

色設定

「注釈ツール」を選択します
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1.1 文字修飾（マーカー、下線、波線、取り消し線）

「文字修飾」アイコンを長押しすると、ページ内の文字に「マーカー」、「下線」、「波
線」、「取り消し線」を引くことができます。

マーカー

下線

波線

取り消し線
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1.2 テキスト（テキスト、吹き出し、署名）

「テキスト」アイコンを長押しすると、ページ内タップした場所に「テキスト」、「吹き出
し」、「署名」を入力することができます。

テキスト

吹き出し

署名



Handbook機能ガイド 【PDF注釈】 17

1.3 ノート（ノート注釈）

「ノート」をタップすると、ページ内にコメントを入力することができます。コメント欄の
左上にある「編集」をタップすると、色の選択やアイコン図形を変更することができます。

ノート注釈

「編集」をタップ
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1.4 ペン（インク）

「ペン」をタップすると、手書きでメモを記述することができます。また、「色設定」を
タップすると、ペンの色や太さ、透過度を変更することができます。

ペン

（インク）

色変更の場合

ペンの色や太さを

変更したい場合

ペンの注釈
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1.5 マーカー（インク）

「マーカー」をタップすると、手書きでマーカーを引くことができます。また、「色設定」
をタップすると、ペンの色や太さ、透過度を変更することができます。

マーカー

（インク）

色変更の場合
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1.6 図形（矢印線、直線、四角形、楕円、多角形、連続線）

「図形」を長押しすると、ページに様々な図形を挿入することができます。また、「色設
定」をタップすると、色、透過度、線の太さ、始点マーク、終点マーク、塗りつぶしを設定
することができます。

四角形

直線

矢印線
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多角形

連続線

楕円
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1.7 メディア（カメラ、スタンプ、音声）

「メディア」を長押しすると、カメラを起動し撮った写真を貼り付ける、既存の写真を貼り
付ける、スタンプを貼り付ける、音声を貼り付けるなどのことができます。

カメラ

写真にノートを追加したい場合

ノートのマーク

写真を追加したい場合
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スタンプ

音声

画面をタップ

1. 音声を録音

2. 一時停止

3. 録音を終了

4. 音声を再生する

録音済

保存済みの注釈機能を使うと、既存の手書き文字、画像などをコピー&貼り付けすることで、

オリジナルのスタンプとして登録し、利用することができます。



Handbook機能ガイド 【PDF注釈】 24

1.8 消しゴム

「消しゴム」をタップし、PDF上のペン入力ツールまたはラインマーカー入力ツールで描画
した部分を消去することができます。

消しゴム

消しゴムで消せる注釈は灰色のドットで表示されます

消しゴムマーク

1.9 選択

「選択」をタップし、文字修飾ツールで描画した部分を除く各描画部分をなぞることで、そ
の描画オブジェクトを選択することができます。 選択した描画オブジェクトは、編集や削
除することができます。

選択

複数の注釈を選択したい場合、

画面をタップしてドラッグ

注釈をグループ化する
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1.10 色設定

注釈の色や太さ、透過度を変更したい場合、「色選択」をタップして設定することができま
す。以下は注釈種類と変更できる属性になります。

色設定
タップして色を設定します

色設定

注釈ツールによって色設定の画面が変わります。

以下は色設定画面の例です。

タップして色の選択ができます
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1.11 元に戻す/やり直し

1.13 ツールバー移動

1.12 閉じる

元に戻す やり直し

選択して、注釈を元に戻すかやり直します。

閉じる

選択して、注釈ツールバーを閉じます。

ツールバー移動

「ツールバー移動」を長押しすると、

ツールバー移動できる場所が青に

ハイライトされます。

アイコンを長押ししながら移動したい

場所へドラッグして配置します。
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PDF注釈画面で付けた注釈やしおりをリストで表示します。リストにある注釈やしおりを
タップすると、そのページへジャンプします。

リストでは注釈やしおりを削除できます。リスト右下にある「編集」をタップし、注釈やし
おりの左に現れた赤いマークとタップすると、エントリーが削除されます。または、リスト
の注釈やしおりの項目を左へスワイプして、表示された「Delete」をタップすると削除され
ます。

注釈リスト

注釈リスト

注釈リスト

注釈リスト

しおりリスト

しおりリスト

しおりリスト

しおりリスト

タップして注釈画面ページ

へジャンプします

注釈/しおりリスト

注釈/しおりリスト

PDF注釈画面メニュー
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PDF注釈画面の開いたページでメニューの「しおり」アイコンを選択すると、そのページに
しおりを付けることができます。
付けたしおりはメニューの「注釈/しおり」や「サムネイル」をタップして表示されるリス
トやサムネイルで表示され、そこからしおりを付けたページにジャンプできます。

しおり

PDF注釈画面メニュー

ページにしおりを付けます

サムネイルしおりリスト
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タップして表示された検索ウィンドウでキーワードを入力してPDF注釈画面内を検索します。

PDF内検索

PDF注釈画面メニュー

PDF内検索

※ PDF内検索では大文字と小文字を区別しません

タップして検索結果ページ

へジャンプします
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PDFのサムネイル画面を表示します。右上の四角のボタンをタップして元に戻ります。サム
ネイル表示は「全て」「注釈」「しおり」の3種類に分けて表示することができます。

サムネイル

PDF注釈画面メニュー

サムネイル

ガイド、マニュアルやお問い合わせは「ヘルプセンター」をご覧ください。

https://handbook.jp/support/

ヘルプ
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