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1.概要
カロリー録は日時と共に、食事内容と摂取カロリー、活動内容と消費

カロリー、体重とメモの 3 種類の情報を記録するカロリー管理アプリで
す。ダイエットを支援する目的で使用します。

一日の食事時間や間食、食事内容、運動量、体重などに問題がないか
をチェックし、食事と運動の両面から改善していくことで効率的なダイ
エット効果をもたらします。

カロリー録はタブにより機能を切り替えます。

←広告領域

タブ

次のタブがあります。
(1)登録

食事内容を登録します。
(2)一覧

食事内容を一覧表示形式で参照できます。
(3)チャート

体重と摂取/取得カロリーのチャートを表示します。
(4)辞書

辞書の保守を行います。
(5)その他

各種設定やバックアップの実行、統計情報の表示を行います。
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2.その他タブ
その他タブでは各種設定やバックアップの実行、統計情報の表示等が

行えます。

「設定」、「バックアップ関連」、「情報」、「資料」の４つのグループが
あります。
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2.1.設定グループ
設定グループには次の項目があります。
(1)基本設定
(2)オプション
(3)パスコード

2.1.1.基本設定
カロリー録をインストールした後、まず基本設定を行います。

基本設定には次の項目があります。

(1)身長
ボタンにタッチして身長を入力します。
身長は BMI の計算に使用します。

(2)開始体重
ボタンにタッチしてダイエット開始時点の体重を入力します。
目標達成予測に使用します。

(3)目標体重
ボタンにタッチしてダイエットの目標体重を入力します。
目標達成予測に使用します。

(4)年齢
ボタンにタッチして年齢を入力します。
基礎代謝の算出に使用します。
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(5)性別
ボタンにタッチして性別を選択します。
基礎代謝の算出に使用します。

(6)開始日
ボタンにタッチしてダイエットの開始日を設定します。
目標達成予測に使用します。

(7)時間帯の設定
朝、昼、夜の 3 食の食事時間の設定を行います。この時間中に食べ
たものが正規の食事を見なされ、この時間外に食べたものは間食と
見なされます。
設定する時刻にタッチすると、日時入力ビューが表示されます。

すべての項目を設定したら「保存」にタッチします。正常に保存され
れば設定タブに戻ります。設定を破棄する場合は「戻る」にタッチしま
す。

(1)～(4)および(6)は数値入力ビュー、(5)は日付入力ビュー、(7)は
時刻入力ビューで設定します。
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2.1.1.1.数値入力ビュー
数値入力ビューはカロリーの値を入力する際に表示されます。

数値ビューでは最大 4 桁までの整数値を入力できます。入力を間違え
た場合は「C」ボタンでクリアし、再度入力し直します。

数値入力後、「決定」ボタンにタッチすれば入力したデータが有効に
なります。中止を押すと入力したデータが破棄されます。
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2.1.1.2 日付入力ビュー
日付入力ビューではホイールを回して値を設定します。

日付設定後、「決定」ボタンにタッチすれば入力したデータが有効
になります。中止にタッチすると入力したデータを破棄します。
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2.1.1.3.時刻入力ビュー
時刻入力ビューはホイールを回してデータを入力します。時間帯の時

刻を入力する際に表示されます。

時刻設定後、「決定」ボタンにタッチすれば入力したデータが有効に
なります。中止にタッチすると入力したデータを破棄します。
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2.1.2 オプション設定
オプション設定は体重録のさまざまな動作を設定します。

オプション設定には次の項目があります。

(1)登録時表示日数
登録タブの画面で表示する日数を設定します。
初期値は 7 です。

(2)確認音
「オン」を設定するとボタンを押した場合、アプリが認識すると「ピ
ッ」と音を鳴らします。「オフ」に設定した場合音は鳴りません。

(3)時間帯表示
「オン」を設定するとボタンを押した場合、登録タブや一覧タブで
の記録表示を、時間帯毎に色分けします。

(4)アニメーション
画面が変わる時に表示するアニメーションを指定します。アニメー
ションを表示しない場合には「なし」、ページ捲りのアニメーショ
ンを表示する場合は「捲り」、ページが回転するアニメーションを
表示する場合は「回転」を選択します。

(5)リスト表示順
リスト表示で過去の情報から表示する場合には「昇順」、最新の情
報から表示する場合には「降順」を選択します。
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(6)エンコーディング
Dropbox で使用するエンコーディングを指定します。
エンコーディングにより次のようにファイル名が異なります。

UTF8 「xxxxxx.csv」
SJIS 「xxxxxx_sjis.csv」
EUC 「xxxxxx_euc.csv」

すべての項目を設定したら「保存」にタッチします。「戻る」にタッ
チすると設定を破棄して前の画面に戻ります。
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2.1.3 パスコード
カロリー録のデータを他人に見られないようにするためのパスコード

を設定することができます。パスコードを設定すると、カロリー録の画
面が表示される際、パスコードの入力を要求されます。パスコードが一
致しない限りカロリー録のデータを参照できなくなります。

(1)パスコードの設定
パスコード入力ビューで 4 桁の数字を入力し、設定ボタンにタッチ
します。その他タブのパスコード項目にアスタリスクが表示され、
パスコードが設定されていることを示します。

(2)パスコードの解除
パスコード入力ビューで「C」ボタンにタッチしてパスコードをク
リアし、その後に解除ボタンにタッチします。その他タブのパスコ
ード項目からアスタリスクが消え、パスコードが解除されているこ
とを示します。

(3)パスコードの変更
パスコード入力ビューで「C」ボタンにタッチしてパスコードをク
リアし、その後に 4 桁の数字を入力し、変更ボタンにタッチします。

※パスコードを忘れると、再インストール（バックアップがなければデ
ータは全て消失）しなければならなくなるため、注意してください。
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2.2.設定グループ
バックアップ関連グループには次の項目があります。
(1)カロリー録形式
(2)食事録形式
(3)体重録形式
(4)体重暦形式

2.2.1.カロリー録形式
カロリー録のネイティブな形式で、Dropbox を対象にしたバックアッ

プ/リストアを実行します。食事録、体重録、体重暦とのデータ互換性
はありません。

対象となる Doropbox 上のディレクトリを指定します。
「バックアップ」か「リストア」かを選択し、実行ボタンにタッチし

ます。最初の実行時には Dropbox のログイン画面が表示されます。前回
と異なるアカウントでログインする場合は、実行ボタンの前にログアウ
トボタンをタッチしてログアウトしておきます。

(1)バックアップ
カロリー記録、ブックマーク、拡張辞書のバックアップデータを、

Dropbox 上の指定ディレクトリに保存します。

(2)リストア
Dropbox 上の指定ディレクトリにある、バックアップデータを受信

し、iPhone 上のデータに書き込みます。既存データは上書きします。

バックアップは高速に行えるので、頻繁にバックアップしておけば安心
です。
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2.2.2.食事録形式
食事録の形式で、Dropbox を対象にしたバックアップ/リストアを実

行します。食事録とのデータ互換性があります。

対象となる Doropbox 上のディレクトリを指定します。
「バックアップ」か「リストア」かを選択し、実行ボタンにタッチし

ます。最初の実行時には Dropbox のログイン画面が表示されます。前回
と異なるアカウントでログインする場合は、実行ボタンの前にログアウ
トボタンをタッチしてログアウトしておきます。

(1)バックアップ
食事記録、ブックマーク、拡張辞書の食事録形式バックアップデー

タを、Dropbox 上の指定ディレクトリに保存します。

(2)リストア
Dropbox 上の指定ディレクトリにある、食事録形式バックアップデ

ータを受信し、iPhone 上のデータに書き込みます。既存データは上書
きします。

食事録からカロリー録への移行時などに使用します。
バックアップは高速に行えるので、頻繁にバックアップしておけば安心
です。
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2.2.3.体重録形式
体重録の形式で、Dropbox を対象にしたバックアップ/リストアを実

行します。体重録とのデータ互換性があります。

対象となる Doropbox 上のディレクトリを指定します。
「バックアップ」か「リストア」かを選択し、実行ボタンにタッチし

ます。最初の実行時には Dropbox のログイン画面が表示されます。前回
と異なるアカウントでログインする場合は、実行ボタンの前にログアウ
トボタンをタッチしてログアウトしておきます。

(1)バックアップ
体重記録の食事録形式バックアップデータを、Dropbox 上の指定デ

ィレクトリに保存します。

(2)リストア
Dropbox 上の指定ディレクトリにある、体重録形式バックアップデ

ータを受信し、iPhone 上のデータに書き込みます。既存データは上書
きします。

体重録からカロリー録への移行時などに使用します。
バックアップは高速に行えるので、頻繁にバックアップしておけば安心
です。
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2.2.4.体重暦形式
体重暦形式のエクスポートデータをインポートします。

対象となる Doropbox 上のディレクトリを指定します。
「バックアップ」か「リストア」かを選択し、実行ボタンにタッチし

ます。最初の実行時には Dropbox のログイン画面が表示されます。前回
と異なるアカウントでログインする場合は、実行ボタンの前にログアウ
トボタンをタッチしてログアウトしておきます。

Dropbox 上の指定ディレクトリにある、体重暦録形式エクスポートデ
ータを受信し、iPhone 上のデータに書き込みます。既存データは上書き
します。取り込む際、朝の時刻は 7:00、夜の時刻は 19:00 となります。

体重暦からカロリー録への移行時などに使用します。
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2.3.情報グループ
情報グループには次の項目があります。
(1)目標達成日予測
(2)ランキング

2.3.1.目標達成日予測
保存されている計測値データから、ダイエットのための情報を算出し

て表示します。

主な内容は次のとおりです。
(1)経過日数

ダイエット開始日からの経過日数を表示します。
(2)現在までの減量

ダイエット開始日から現在までにどれだけ減量したかを表示します。
(3)1 日あたりの減量

現在までの減量を経過日数で割った値を表示します。
(4)目標達成まで残り

目標達成まであとどれだけ減量すればよいかを表示します。
(5)目標達成までの日数

目標達成までの残りを 1 日あたりの減量で割った値を表示します。
(6)達成率

開始体重から目標体重を引いた値で、達成まで残りを割り、百分率で
表示します。

(7)目標達成予想日
その日から目標達成までの日数が経過した日を、目標達成予想日とし
て表示します。

ダイエットのモチベーション維持や計画を立てるのに役立ちます。
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2.2.2.ランキング
保存されているデータから、ランキング情報を表示します。

(1)ランキングの対象
ランキングの対象は、主食とそれ以外の 2 種類に分けられます。

(2)ランキングの種類
ランキングは、食べた回数と食べたカロリーの合計の 2 種類がありま
す。主食とそれ以外の 2 種類に分けられます。

(3)ランキングの対象期間
1 ヶ月、2 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月を指定できます。

(4)ランキングの実行
上方に配置されている 8 個のボタンを押すことでランキングを実行し
ます。

(5)ランキングの結果
1 位～ 10 位までは色分けされて表示されます。
ランキング結果の行にタッチすると、フード辞書の内容が参照できま
す。ここで星のアイコンにタッチすることで、ブックマークへの登録
／解除が行えます。
ランキング表示されている食べ物が対象期間に食べた全てのものにな
ります。高カロリーなものを食べていないか、偏った食生活をしてい
ないかなどの確認ができます。



- 17 -

3.登録タブ
登録タブでは消費カロリー、摂取カロリー、体重の記録を登録します。
登録した情報はタイムライン上に表示されます。初期設定では 7 日分の

タイムラインを表示できます。（オプション設定で変更できます）

(1)体重またはメモの登録
「体重/メモ」ボタンにタッチすると、体重またはメモを登録するこ

とができます。登録は、体重/メモ入力ビューで行います。

(2)消費または摂取カロリーの登録
「カロリー」ボタンにタッチすると、消費カロリーまたは摂取カロリ

ーを登録することができます。登録はカロリー入力ビューで行います。

(3)登録データの変更
タイムラインの行にタッチすると、その行に該当する登録データを変

更することができます。体重データの場合体重/メモ入力ビュー、消費
カロリーの場合活動入力ビュー、摂取カロリーの場合食物入力ビューで
変更します。
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3.1.体重/メモ入力ビュー
ここでは日時、体重、メモ、集計対象にする/しないデータを設定で

きます。

(1)日時
「体重/メモ」ボタンにタッチした日時が設定されています。数値に
タッチすると日時入力ビューが表示されます。（3.2 参照）

(2)体重
計測した体重を入力します。数値にタッチすると数値入力ビューが表
示されます。（2.1.1.1 参照）
0 を入力するとメモデータとなり、集計対象にはなりません。

(3)メモ
簡単なメモを記述します。「,」（半角カンマ）は使用できません。

(4)集計対象にする/しない
計算機のアイコンにタッチすると、このデータを修正対象にするかし
ないかの設定ができます。アイコンがグレーアウトの時には、集計対
象にはなりません。

すべての項目を設定したら「保存」にタッチします。「戻る」にタッ
チすると設定を破棄して前の画面に戻ります。
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3.2.日時入力ビュー
日時入力ビューはホイールを回してデータを入力します。体重の計測

時刻を入力する際に表示されます。

日時設定後、「決定」ボタンにタッチすれば入力したデータが有効に
なります。中止にタッチすると入力したデータを破棄します。

日時入力ビューを使用してデータを入植した場合、秒は常に 0 に設定
されます。
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3.3.カロリー入力ビュー
ここでは消費カロリーまたは摂取カロリーを登録することができま

す。また、データを削除することもできます。

(1)検索
検索窓をタッチするとキーボードが現れます。検索窓に検索したい文
字列を入力し検索にタッチすると、辞書に登録されている内容を一覧
表示します。

(2)登録
検索結果の中に該当するものがあれば、その行にタッチし検索窓に表
示されたのを確認してから登録にタッチします。

(3)拡張辞書への登録
検索結果に該当する食べ物がない場合、登録にタッチすると、検索窓
の文字列を拡張辞書に登録します。（確認メッセージが表示されます）
カロリー等の情報は登録後、「辞書タブ」で設定することができます。
※必ず登録してください。未登録の場合、カロリーは「？？？」で表

示されます。集計対象にはなりません。
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3.3.活動入力ビュー
ここでは日時、消費カロリーを設定できます。また、データを削除す

ることもできます。

(1)日時
数値にタッチすると日時入力ビューが表示されます。（3.2 参照）

(2)カロリー調整スライダー
「カロリー」に表示されている値は 1 時間あたりの消費量です。スラ
イダーを動かして、実際に運動した時間を設定します。5 分単位で設
定できます。設定した消費量は「実カロリー」に表示されます。

(3)データの削除
「ゴミ箱」アイコンにタッチすると、データを削除することができま
す。確認メッセージで「はい」にタッチするとデータは削除されます。

すべての項目を設定したら「保存」にタッチします。「戻る」にタッ
チすると設定を破棄して前の画面に戻ります。
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3.4.食物入力ビュー
ここでは日時、摂取カロリーを設定できます。また、データを削除す

ることもできます。

(1)日時
数値にタッチすると日時入力ビューが表示されます。（3.2 参照）

(2)カロリー調整スライダー
「カロリー」に表示されている値に対して、実際に食べた量を調整し
ます。半分なら 0.5,、2 個なら 2 をスライダーを動かして調整します。
調整した値は「実カロリー」に表示されます。

(3)データの削除
「ゴミ箱」アイコンにタッチすると、データを削除することができま
す。確認メッセージで「はい」にタッチするとデータは削除されます。

すべての項目を設定したら「保存」にタッチします。「戻る」にタッ
チすると設定を破棄して前の画面に戻ります。
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4.一覧タブ
一覧タブでは、記録されたデータを日毎に集計し、日付順に一覧形式で

表示します。

(1)表示内容
この画面では、摂取カロリー合計、消費カロリー合計、摂取カロリ

ー合計-消費カロリー合計（差）、BMI（平均体重使用）、平均体重、
その日の体重の最大値と最小値、その日の平均体重-前日の平均体重
（差）、および増減（矢印）が表示されます。

(2)BMI の色
40 以上 肥満度 4 赤
35 ～ 40 未満 肥満度 3 マゼンタ
30 ～ 35 未満 肥満度 2 オレンジ
25 ～ 30 未満 肥満度 1 黄
18 ～ 25 未満 標準 緑
18 以下 やせ シアン

(3)詳細情報の表示
集計値一覧画面で、詳細を参照したい行にタッチすると、該当日の登
録データの詳細画面が表示されます。
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4.1.詳細表示
ここでは次のような機能があります。

(1)値の設定
一覧画面では「登録タブ」と同様に値の設定が行えます。（詳細は 3.登
録タブを参照）

(2)データ種別毎の表示
全体、食事、活動、体重の４種に分けて表示できます。データ種別毎の
表示は表上部のセレクタにタッチします。

(3)対象日の移動
ナビゲーションバーの左右の三角のアイコンにタッチすると、表示対象
を移動することができます。左側のアイコンは前の日、右側のアイコン
は次の日に移動します。

(4)集計値の表示
表下部には、摂取カロリー合計、消費カロリー合計（基礎代謝分を除く）、
基礎代謝、摂取量-消費量（基礎代謝を含む）、間食の摂取カロリー合計
（全体または食事表示の場合）、平均体重（活動または体重表示の場合）、
BMI が表示されます。
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(5)時間帯毎の摂取カロリー集計
全体、または食事を表示している場合、「切替」ボタンにタッチするこ
とで、時間帯ごとの集計表示に切り替えることができます。

「切替」ボタンにタッチする度に表示が変わります。
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5.チャートタブ
チャートタブでは、記録されているデータを折れ線チャートで参照する

ことができます。

(1)描画範囲
チャートの描画範囲を 1 日、1 週間、1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、1 年から
選択できます。短期的視点から長期的視点まで傾向を把握することがで
きます。

(2)描画対象
１日毎の平均体重と消費カロリー、摂取カロリーの合計を２つのチャ

ートで描画します。上が体重、下がカロリーのチャートです。２つのチ
ャートを比べることにより、体重とカロリーの関係が参照できます。
（描画範囲が 1 日の場合は体重のみになります）

(3)描画範囲の移動
ナビゲーションバーの左右の三角アイコンにタッチすることで、描画範
囲を移動することができます。左のアイコンにタッチすると、1 日、1
週間表示では 1 日前、その他は 1 ヶ月前に移動します。逆に右のアイコ
ンにタッチすると先に移動します。
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6.辞書タブ
辞書タブでは、辞書の内容を参照したり、ブックマークの設定をしたり、

拡張辞書の編集を行うことができます。

(1)辞書の検索
検索窓をタッチするとキーボードが現れます。検索したい文字列を入力
しキーボードの検索をタッチします。

(2)検索結果
該当するものがあれば検索結果の一覧を表示します。辞書の内容を参照
したい場合にはその行にタッチします。ここでは星のアイコンにタッチ
することで、ブックマークの設定／解除が行えます。星が明るい場合に
ブックマークに登録されています。

(3)拡張辞書の編集
「食物/拡張」または「活動/拡張」セレクタにタッチして検索を実行す
ると、拡張辞書に登録されているもののみが表示されます。ここで辞書
の編集を行いたい行にタッチすると、データ入力ビューが表示され、各
種設定／変更が行えます。

(4)ブックマーク一覧表示
検索窓の「ブックマーク」ボタンにタッチすると、設定されているブッ
クマークが表示されます。ここで何か検索すればブックマーク表示は解
除されます。


