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※この解説は「Sony Tablet S」での操作が基本となっております。他機種または
　 他社製品では多少の操作方法や解説での食い違いがございます。
　 （たとえばダウンロードしたファイルの格納先フォルダの違い等） 詳しい事は
　 お持ちの製品の取り扱い説明書を御覧ください。

アプリの準備（インストール）が済みましたら、
P1の作品（体験版も同様）のダウンロード方法に進みます。

圧縮されたZIPファイルを解凍する。
ファイルマネージャーの機能もある。
日本語のファイルネーム等が文字化け
することがあるので注意。

これもZIPファイルを解凍するアプリ。
「AndroZip」で解凍できないファイルも
解凍できる。解凍できる。
これも日本語は文字化けする。

パッド用の高機能ブラウザ。
PC用のWEBサイトも問題なく開ける。
PC用のサイトからのダウンロードや
ブラウザで鑑賞するPC用の作品を
見るためには便利。
携帯用には「Dolphin Browser HD」携帯用には「Dolphin Browser HD」
がある。

SWFファイル（FLASH)を見るために
必要なアプリ。
表示画面のサイズ（表示方法）などを
設定できて便利。

取説などのPDFファイルを見るのに
必要。必要。
PC用でもお馴染みのアプリ。

こちらもPCでお馴染みのアプリ。
ブラウザでFLASHを見るために
必要です。

以下に「エロ獅子組」の「Androido対応版」作品を御覧になるために必要なアプリをご紹介します。

勿論、他にも同機能のアプリが多数ありますので、ご自分の使い安いものでOKです。

★Androido端末で作品を鑑賞するために必要なアプリ★

～ 準備編 ～
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これで作品のダウンロードは完了です。
P2 「ZIPファイルの解凍方法」へ続きます。

購入画面で「ダウンロード」
または「体験版ダウンロード」を
タップします。

「別名で保存」が開きます。
そのまま「OK」をタップ。
※「ファイル名」は一例です。
　 ダウンロードする作品に
　 より変わります。

画面下のバーにダウンロードの
マークが表示されます。

タップするとダウンロードの状況が
確認できます。

ダウンロードが完了したらダウンロード状況のウインドを
閉じてダウンロードのマークを消します。

ウインド内の×以外の場所をタップすると
「ZIP解凍アプリ」がインストールしてある場合
すぐに解凍がはじまります。
しかし、ここでは後の手順（ZIPの解凍手順）を
分かりやすいように説明しますので、分かりやすいように説明しますので、
取りあえず×をタップして終了してください。

★Android端末での「作品」及び「体験版」のダウンロード★

～ ダウンロード編 ～



- P2 -

これでZIPの解凍は完了です。次は「作品」の起動方法に移ります。

「AndroZip」のアイコンをタップすると
ファイルマネージャーが立ち上がり
ホームディレクトリ(./sdcard)が開きます。

「Download」が
見つからない場合は
「ホーム」をタップして
ホームディレクトリに
移動します。

「Download」フォルダをタップして
開きます。

フォルダ内のダウンロードした
ZIPファイルをタップします。

「Extract file here」
（ここに解凍）をタップします。

解凍状況が表示され
完了すると、同じフォルダ内に解凍された
ファイル（フォルダ）が現れます。

解凍されたファイル。
※ファイル名は一例です。
　作品によってファイル名は
　異なります。

ここではファイルマネージャー機能のある「AndroZip」を使用して
ZIPファイルを解凍する手順を示します。

★アプリ「AndroZip」によるZIPファイルの解凍方法★

～ ZIPファイルの解凍編 ～
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取扱説明書です。
PDF文書です。
内容はこちらの
P10～P12とほぼ
同様です。

P4へ続く

解凍されたのフォルダをタップして
フォルダを開きます。
 ※フォルダ名は一例です。
　  作品によってフォルダ名は異なります。

作品フォルダ内の
「ad-start.swf」をタップします。

ウインドゥが開きますので
「Open」をタップします。

アプリケーションの選択画面が開きます。
「SWF Player」をタップします。

作品の起動方法は「SWF Player」を使う方法とブラウザを使う方法があります。
ここでは「SWF Player」を使います。ブラウザを使う場合はP5へ進んでください。

★「SWF Player」を使用しての起動方法★

～ 作品(ゲーム)起動編 ～
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※アプリは必ず終了しましょう。ホーム画面に切り替えるだけでは終了しません。
　裏で動いていて、他のアプリの動作を遅くする原因になります。

「OK」をタップして終了します。

※「SWF Player」は横長の画面にしか対応していません。
　　縦持ちで見たい場合はブラウザで御覧ください。(→P5)

　　また、デフォルトの設定だと縦サイズ一杯に表示される
　　ため画質が悪くなります。
　　高画質（原寸）で御覧いただくには設定を変更する
　　必要があります。(→P7)

ここでは「SWF Player」の終了方法を示します。

画面下のシステムバーにある
「戻る」アイコンをタップすると
「Close」が表示されます。

「作品」が起動し表示されます。
※詳しい操作方法&鑑賞方法はP10を御覧ください。
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P6へ続く

解凍した「作品フォルダ」内の
「go.html」をタップします。

アクション選択画面がひらきます。
「Open」をタップします。

アプリ選択画面が
開きましたら
「Dolphin Browser
HD」をタップします。

するとブラウザが開き
作品が表示されます。

ここではタブレット用ブラウザ「Dolphin for Pad」を使用して
「作品（ゲーム）」を起動する方法を示します。

★「Dolphin Browser」を使用しての起動方法★
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※ブラウザのプラグイン「Adobe Flash Player」はバージョンによっては動画の動きが
   カクついたり、一瞬止まってしまうような挙動を示す物があります。
　 その場合はアプリの「SWF Player」を使用してください。（再生速度は多少落ちます）

ここではブラウザの終了方法を示します。

システムバーの「メニュー」をタップします。

ウインドが開きますので
「×閉じる」をタップ。

「閉じる」をタップしてブラウザを
終了します。

※詳しい操作方法&鑑賞方法は
   P10を御覧ください。

ブラウザの左上にある「全画面表示」
をタップするとブラウザのバーや枠が
消えて作品画面のみ表示できます。

ブラウザで表示した場合、表示サイズを設定できないために
画質が悪くなります。また作品画面下部が「システムバー」で
隠されてしまいます。
縦持ちにして表示すると改善できる場合があります。(→P9)
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P8へ続く

まずホーム画面で「SWF Player」のアイコンをタップします。

次の画面で
「Local Files」を
タップします。

ローカルのホームディレクトリが
表示されますので
「Download」をタップします。

Downloadフォルダ内の
解凍済みのフォルダをタップ。
※フォルダ名は購入した
　 作品によって異なります。

作品フォルダ内の
「ad-start.swf」を
タップします。

★「SWF player」の設定方法★

「SWF Player」の表示サイズを変更して高画質（原寸）で作品を鑑賞できます。
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作品画面が原寸の
高画質で表示されます。

※作品（ゲーム）の操作方法は
　 P10を御覧ください。

※「SWF Player」は横長画面（タブレットの横持ち）のみの対応です。
　 縦持ちで御覧になりたい場合は、P9のブラウザ操作（縦持ちの場合）
　 を参考にしてください。

すると「SWF Player」の設定ウインドゥが
開きますので左図のように設定します。

あくまでも基本的な設定ですので、お使いの
端末でもっとも快適に鑑賞できる設定を見つけて
変更してください。

ただし「Scale」は「noscale」に設定することを
お勧めします。お勧めします。
原寸表示となりますのでもっとも綺麗な画質で
御覧いただけます。

※画面解像度800×600以上の端末の場合です。
　 解像度の低い端末の場合は他の設定で御覧ください。

設定が決まりましたら「OK」をタップします。

アプリの選択ウインドゥが開きますので
「SWF Player」をタップします。
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★ブラウザの操作方法（タブレットを縦持ちで使用する場合）★

「Dolphin for Pad」を使用して、タブレットを縦持ちにして作品を御覧になる場合の
操作方法です。

※ブラウザを使用しての作品ファイルの開き方はP5を御覧ください。

ブラウザに作品が表示されましたら
左上の「全画面表示」をタップします。

ブラウザのタブやバーが消えて
作品画面が大きく表示されます。

画面の左右にまだ余裕のある
場合は、画面をWタップします。

すると左右一杯に拡大されて
表示されます。

タブレットの画面解像度が
横800ドット（縦持ちの場合）は
原寸表示（800×600）となり
高画質で御覧いただけます。
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～ 作品の鑑賞・操作方法 ～

★作品（ゲーム）を御覧になるための操作方法です★

※参考の図は例として「ママをアヘ顔にしてあげる！」を使用しておりますが
　 操作方法は他の作品も同じです。

スタート画面です。初めて御覧になる場合は、こちらをタップ！

作品（ゲーム）起動後表示される
「INDEX画面」です。
この画面から好みの場面や
「ギャラリー」に飛ぶ事が出来ます。

　 をタップして
好みの場面を
選びます。

ここをタップすると
「ギャラリー」へ飛び
ます。
お好きな場面を台詞
BGM無しで見る事が
出来ます。
（（→次のページへ）

※グレーになると
　 タップ不可。

好みの場面
が出たら
画像をタップ。

お好きな場面から鑑賞出来ます。
画面内をタップする事で次々と
読み進めて行く事が出来ます。

画面左上をタップする事で
「INDEX画面」に戻る事が
出来ます。

次へ

次へ

左上タップで
「INDEX画面」
へ戻る



- P11 -

★「ギャラリー」の操作方法★

お好みの場面の
サムネイル（小画像）
をタップします。

「INDEX画面」へ
戻ります。

お好みの場面
（静止画＆動画）が
表示されます。

画面内をタップする事で
次々と静止画＆動画が
表示されます。
※BGM&セリフ無し

最後の場面になると画面タップで
「ギャラリー」のTOP画面に戻ります。

画面左上を
タップすると
いつでも
「ギャラリー」の
TOP画面に
戻れます。

ギャラリーのTOP画面です。お好みの場面を選択しBGM・セリフなしで鑑賞できます。
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この方法での利点は
ブラウザのウインドの
大きさを変える事で
作品の表示サイズを
変えられる事です。
ただし拡大・縮小される
ため画質は落ちます。ため画質は落ちます。

ブラウザが開き「ブロックされているコンテンツを許可」を
求めてきますので、クリックして許可します。

★方法その２

「ad-start.swf」を
右クリックし
　　↓
「プログラムから開く」
　　↓
「Internet Explorer」を「Internet Explorer」を
クリックします。

この方法での利点は
原寸「800×600」の
表示（固定）となる
ので高画質で御覧に
なれます。

さらに「セキュリティ」の許可を求めてきますので
「OK」をクリックしてください。

ブラウザが開き「ブロックされているコンテンツを許可」を
求めてきますので、クリックして許可します。

★方法その１　まず作品フォルダ内の「go.html」をダブルクリックします。

※パソコンでの起動方法は２種類あります。
　 どちらもブラウザを使いますが表示結果が違ってきます。

★パソコンで作品（ゲーム）を鑑賞する時の起動方法です★

～ ＰＣでの起動編 ～


	

