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1.概要
DiSche は、日記、予定、ToDo の管理機能を備えた多機能カレンダー

アプリです。カレンダーは日、週、月単位の表示が可能です。日記は
Twitter と連携したりメールしたりすることもできます。

保存された日記、予定、ToDo は一括して検索することができます。
とりあえず記録さえしておけば、後で簡単に参照できます。メモ替わり
にも利用できます。

←広告領域

アイコン

左から次のアイコンがあります。
(1)設定

各種設定、バックアップ、資料の参照を行います。
(2)カレンダー選択

日、週、月からカレンダーを選択します。
(3)検索

体重と摂取/取得カロリーのチャートを表示します。
(4)日記追加

日記を新規作成して追加します。
(5)ToDo 追加

ToDo を新規作成して追加します。
(6)予定追加

予定を新規作成して追加します。
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2.設定
各種設定、バックアップ／リストアの実行、資料の表示等が行えます。

設定には次の 3 つのグループがあります。
(1)設定

オプション、パスコード、ツイッター、メールの設定を行います。

(2)データ
DiSche に保存されているデータのバックアップ及びリストア、通知
の一覧表示を行います。

(3)資料
使用方法の説明書参照やアプリのバージョン情報を参照できます。
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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)オプション
(2)パスコード
(3)ツィッター
(4)メール

2.1.1.オプション
必要に応じてオプション設定を行います。

オプション設定には次の項目があります。

(1)確認音
ボタンにタッチした際の音を鳴らすかどうかを設定します。

(2)六曜表示
カレンダーに六曜を表示するかどうかを設定します。

(3)アニメーション
画面遷移時のアニメーションを指定します。
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(4)短い通知音
通知音の設定を行います。ここでは短い通知音を選択できます。

(5)長い通知音
通知音の設定を行います。ここでは長めの通知音を選択できます。

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。
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2.1.2.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●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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2.1.3.ツイッター
日記をツイッターにツイートする場合に、ツイッターのアカウントと

パスワードを設定します。

(1)アカウント
日記をツイートするツイッターのアカウントを入力します。

(2)パスワード
日記をツイートするツイッターアカウントのパスワードを入力しま
す。

アカウントとパスワードを設定したら「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。
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2.1.4.メール
日記をメール送信する際の規定のメールアドレスを指定します。指定

がない場合にはその都度メールアドレスを設定する必要があります。決
まったアドレスに送信することが多い場合に設定します。

メールアドレスを設定したら「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。
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2.2.データグループ
データグループには「バックアップ」と「通知」項目があります。

2.2.1.バックアップ
バックアップは、Dropbox を対象にしたバックアップ/リストアを実

行します。

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。

(1)バックアップ
保存されている情報を Dropbox 上の指定ディレクトリにバックアッ

プデータとして保存します。ファイル名は「DiSche.csv」です。

(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。特に iOS やアプリのアップデートする場合、バックアップする
ことを強く推奨します。
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2.2.2.通知
通知は、登録されている通知の一覧を表示します。

予定や ToDo の通知が正しく設定されているかどうかを確認すること
ができます。
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3.カレンダー選択
カレンダーは、日、週、月単位で表示できます。セレクタボタンで選択

します。

3.1.日表示
1 日の日記、予定、ToDo を一覧表で表示します。その日にやったこ

と、やらなければならないことが一目でわかります。矢印ボタンで次々
に表示することができます。

(1)今日の日付
今日の日付には、日付の下に下線が表示されます。

(2)他の日付への移動
月表示にタッチすると、「ジャンプ」ビューが表示され、指定した

日にちに移動することができます。

(3)六曜の表示
オプション設定で「六曜表示」がオンになっている場合には右上に

六曜が表示されます。

(4)詳細表示
日記、予定、ToDo にタッチすると、詳細情報が表示されます。
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3.1.1. ジャンプビュー
「ジャンプビュー」は移動する日付を指定して、日、週、月表示を

移動します。ホイールを回して値を設定します。

日付設定後、「設定」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。「戻る」にタッチすると入力したデータを破棄します。
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3.1.2. 日記の詳細表示
日記の詳細表示では、本文表示と下の矢印ボタンで日記を次々に表

示することができます。また、新規日記の追加や既存日記の削除、メ
ール送信、ツイッターへのツイートなどの操作を行うことができます。

(1)日記の編集
「編集」ボタンにタッチすると日記を編集することができます。
日記追加時と同様、「日時」、「天気」、「本文」の変更が可能です。

(2)日記の削除
「削除」ボタンにタッチすると日記を削除することができます。確

認メッセージで、「はい」にタッチすると日記は削除されます。「い
いえ」にタッチすると削除は中止されます。

(3)日記の新規追加
下部に表示されている日記アイコンにタッチすると、新規に日記を

追加することができます。

(4)メール送信
下部に表示されているメールアイコンにタッチすると、本文を任意

のメールアドレスに送信することができます。



- 13 -

(5)ツイート
下部に表示されているツイッターアイコンにタッチすると、オプシ

ョンで設定されているアカウントで、本文をツイートすることができ
ます。

(6)日記の参照
下部に表示されている矢印アイコンにタッチすると、既存の日記の

詳細を順次参照することができます。

(7)日記の文字数
下部に日記の文字数が表示されます。ツイートできるのは 140 文字

までなので、この文字数を参考にしてください。文字数を超えてツイ
ートしようとした場合エラーとなります。
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3.1.3. ToDo の詳細表示
ToDo の詳細表示では、内容表示と下の矢印ボタンで日記を次々に

表示することができます。また、新規 ToDo の追加や既存 ToDo の削
除、状態変更などの操作を行うことができます。

(1)ToDo の編集
「編集」ボタンにタッチすると ToDo を編集することができます。
ToDo 追加時と同様、「日時」、「内容」の変更が可能です。

(2)ToDo の削除
「削除」ボタンにタッチすると ToDo を削除することができます。

確認メッセージで、「はい」にタッチすると日記は削除されます。「い
いえ」にタッチすると削除は中止されます。

(3)状態変更
「状態」ボタンにタッチすると ToDo の状態を変更することができ

ます。ToDo が処理済みの場合は未処理に、未処理の場合は処理済み
に状態を変更します。

(4)ToDo の新規追加
下部に表示されている ToDo アイコンにタッチすると、新規に ToDo

を追加することができます。

(5)ToDo の参照
下部に表示されている矢印アイコンにタッチすると、既存の ToDo

の詳細を順次参照することができます。
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3.1.4. 予定の詳細表示
予定の詳細表示では、内容表示と下の矢印ボタンで予定を次々に表

示することができます。また、新規予定の追加や既存予定の削除、編
集などの操作を行うことができます。

(1)予定の編集
「編集」ボタンにタッチすると予定を編集することができます。
予定追加時と同様、各種変更が可能です。また、編集時には複製も

可能です。

(2)予定の削除
「削除」ボタンにタッチすると予定を削除することができます。確

認メッセージで、「はい」にタッチすると予定は削除されます。「い
いえ」にタッチすると削除は中止されます。

(3)予定の新規追加
下部に表示されている追加アイコンにタッチすると、新規に予定を

追加することができます。

(4)予定の参照
下部に表示されている矢印アイコンにタッチすると、既存の予定の

詳細を順次参照することができます。
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3.2.週表示
一週間の日記、予定、ToDo を一覧表で表示します。その週にやった

こと、やらなければならないことの概要が一目でわかります。矢印ボタ
ンで次々に表示することができます。

(1)今日の日付
今日の日付には、日付の背景色がオレンジになります。選択されて

いる日付は背景色がブルーになります。

(2)他の日付への移動
月表示にタッチすると、「ジャンプ」ビューが表示され、指定した

日にちの週に移動することができます。

(3)六曜の表示
オプション設定で「六曜表示」がオンになっている場合には日付右

側に六曜が表示されます。

(4)詳細表示
日記、予定、ToDo にタッチすると、詳細情報が表示されます。

(5)日表示への移動
日付を二回タッチするとその日付の日表示に移動します。
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3.3.月表示
一ヶ月の日記、予定、ToDo を一覧表で表示します。その月にやった

こと、やらなければならないことの概要が一目でわかります。矢印ボタ
ンで次々に表示することができます。

(1)今日の日付
今日の日付には、日付の背景色が薄いイエローになります。選択さ

れている日付は背景色がシアンになります。

(2)他の日付への移動
月表示にタッチすると、「ジャンプ」ビューが表示され、指定した

日にちの月に移動することができます。

(3)六曜の表示
オプション設定で「六曜表示」がオンになっている場合には、日付

右側に六曜が表示されます。

(4)日表示への移動
日付を二回タッチするとその日付の日表示に移動します。
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4.検索
検索機能は保存されている情報を素早く検索し、一覧表示することがで

きます。

(1)検索対象指定
「全て」、「予定」、「日記」、「ToDo」から選択できます。

(2)検索結果件数
右上に検索結果件数が表示されます。

(3)検索絞込指定
検索結果件数にタッチすると、ブルーのランプが点灯し、絞込モード
になります。もう一度タッチすると絞込モードは解除されます。
絞込モードでは次の絞込処理が行われます。
「ToDo」が検索対象の場合は、未処理の項目のみ表示します。
「予定」が検索対象の場合は、これからの予定のみ表示します。

(4)詳細表示
検索結果のセルにタッチすると詳細表示されます。
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5.日記追加
新規に日記を作成し追加します。

(1)日時
「日時」にタッチすると日時を入力することができます。

(2)天気
「天気」にタッチすると天気を入力することができます。

(3)本文
日記の本文を記入します。先頭行はタイトルとして識別します。140
文字以内であればツイッターにツイートできます。

全てを設定したら「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。

ツイッターオプションで「アカウント」、「パスワード」が設定され、
「日記保存時にツイート」がオンに設定されている場合には、日記の保
存と同時にツイートします。

日記は一日に何度でも作成追加することができます。メモ替わりにも
使用できます。
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5.1.日時入力ビュー
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。日記の日時

や ToDo の期限を入力する際に表示されます。

時刻設定後、「完了」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。「戻る」ボタンにタッチすると入力したデータを破棄します。
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5.2.天気入力ビュー
天気入力ビューはホイールを回してデータを入力します。日記の天気

入力する際に表示されます。

天気設定後、「設定」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。「戻る」ボタンにタッチすると入力したデータを破棄します。
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6.ToDo 追加
新規に ToDo を追加します。

(1)期限
「期限」にタッチすると期限を入力することができます。

(2)内容
ToDo の内容を記入します。先頭行はタイトルとして識別します。

全てを設定したら「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。

ToDo は一日に何度でも作成追加することができます。
ToDo は自動的に 1 日前と 1 時間前に通知が設定されます。
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7.予定追加
新規に予定を追加します。

(1)タイトル/場所
任意の「タイトル」と「場所」を入力します。

(2)開始/終了
「開始日時」と「終了日時」、「終日」を入力します。

(3)通知
通知は、「しない」、「5 分前」、「10 分前」、「15 分前」、「30 分前」、「1
時間前」、「2 時間前」、「1 日前」、「2 日前」、「開始時刻」から選択で
きます。

(4)メモ
必要な場合にはメモを記述できます。

全て設定後、「保存」ボタンにタッチすれば予定が追加されます。「戻
る」ボタンにタッチすると入力したデータを破棄し、徒弟の追加を中止
します。
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7.1.タイトル/場所ビュー
タイトルと場所を入力します。

時刻設定後、「完了」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。「戻る」ボタンにタッチすると入力したデータを破棄します。
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7.2.開始/終了日時入力ビュー
開始/終了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。

開始/終了日時設定後、「完了」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。「戻る」ボタンにタッチすると入力したデータを破
棄します。
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7.3.通知設定ビュー
通知設定ビューは、「しない」、「5 分前」、「10 分前」、「15 分前」、「30

分前」、「1 時間前」、「2 時間前」、「1 日前」、「2 日前」、「開始時刻」か
ら選択します。選択した項目にチェックマークが付きます。

通知設定後、「完了」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。「戻る」ボタンにタッチすると入力したデータを破棄します。


