au かんたんガイドブック
初 期 設 定 か ら 使 い こ な しま で 、
は じ め ての スマ ホ で も 安 心！

購入者
特典

（数量限定）

「auかんたんガイド」アプリ
本製品には「au かんたんガイド」アプリが
搭載されています。外出先などでも、操作
手順を確 認できます。本 書とあわせて、
ぜ ひご活用ください 。
ホーム画面を左にスライドすると「auかんたんガイド」アプリがあります。
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auかんたんガイドブック
オンライン版について
本書の内容を、
「ブラウザ」アプリや「Chrome」アプリ、パソコンなどでもご覧になることができます。
https://www.au.com/online-manual/guide/scv46/

オンラインマニュアルについて
さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、本製品から以下の操作で
ご確認できます。

オンライン
マニュアルを
利用できます。

❶ ホーム画面を左にスライ
ド

❷「よくつかうフォルダ」を
タップ

❸「取扱説明書」をタップ

※ 使いかたの確認画面が表示された
場合は、画面の指示に従って操作
してください。

動画で見る取扱説明書について
タッチパネルの操作や電話の受け方など、基本的な項目を動画で確認できます。
本書内で下記の記載が出てきたら、QRコードを読み取り（P.76）、動画を確認してみましょう。

動画で見る
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用語集・マーク
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用語集

用語を確認する
はじめてスマートフォンを持ったときに覚えておくとよい用語について説明します。
※ タップ、スクロールなど、スマホの基本操作の説明はP.05をご覧ください。

用語

説明

スマートフォン

タッチパネルで操作する高機能な携帯電話です。スマホともいいます。

タブレット

スマホより画面が大きく、通話機能のない携帯端末です。

アプリ

スマホで使えるサービスや機能です。スマホ画面上のアイコンを押すと使えます。
電話やカメラ、LINEなどもアプリの１つです（P.06）。

アイコン

スマホ画面上のマーク（電話、カメラ、メールなど）を指します。１つ１つがアプリという
サービス・機能になっていて、押すと開いて利用できる状態になります（P.12）。

ホーム画面

スマホの待受画面です。ロック解除後に最初に表示される、スマホのベー
スとなる画面です（P.06）。

ロック画面

画面にロックがかかっている状態です。
・スマホには、誤動作を防いだり、セキュリティのために、一定時間以上経
過するか画面点灯をオフにすると、画面にロックがかかる機能がありま
す（P.08）。

スリープモード

画面が消灯している状態です。電源キーを押すと、ロック画面になります（P.08）。

マナーモード

電車内などで着信音を鳴らさないようにバイブレータの通知にする設定です（P.13）。

ダイヤル

電話番号を入力する画面です（P.38）。

キーパッド

通話中に数字や記号を入力する画面です（P.43）。

インストール

スマホにアプリを取り込んで使用できる状態にすることです。

ダウンロード

スマホにアプリを取り込んで保存することです。

フォント

パソコンやスマホで使う文字の書体デザインのことです(P.15）。

アラーム

特定の時間に音やバイブレータで通知を行う機能のことです（P.77）。

スクリーンショット

スマホに表示されている画面を画像で保存することです。
「キャプチャ」や「画面メモ」とも
いいます（P.11）。

キャプチャ

スマホに表示されている画面を画像で保存することです。
「スクリーンショット」や「画面メ
モ」ともいいます（P.11）。

アンインストール

アプリを削除して使用できない状態にすることです。

インターネット

コンピュータやスマホなどが接続するネットワークのことです。
インターネットを利用した代表的なサービスはメール、ネット検索、ネットショッピングな
どがあります。

®
Wi-Fi（ワイファイ）

自宅や店舗・施設などのインターネット回線（無線LAN）に接続する機能です（P.18）。
インターネットで動画を見るときやアプリなどの大容量のデータをダウンロードするとき
に、Wi-Fiを使うと通信料がかかりません。

ウィルス対策

ウィルスに感染することを防ぐための対策です。
ウィルスに感染するとスマホの動作が急に遅くなったり、勝手にスマホが操作されてし
まったり、スマホが使えなくなったりします。
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メニュー（ ／ ）、進む（
じる（ ）マークを使う

／

）、戻る（

／

）、閉

用語集・マーク

マ ー ク の見 かた

本製品の画面に表示されるマーク（アイコン）をタップすることで、従来の携帯電話のメニューボタンやカー
ソルボタン、戻る（クリア）ボタンなどと同様の操作を行えます。
／

）

れるメニューアイコン
（ ）をタップします
のようなアイコンが
表示されることもありま
す

❷ 画面の内容に合わせたメ
ニューが表示されます

をタップすると前の
画面に戻ります
をタップすると次の
画面に進みます

）

をタップすると表示
を消したり、ページを閉
じたりできます

マーク

名称
マイク
機内モード

マークをタップすると音声で文字入力ができます。Webサイトの閲覧中
やメールやLINEなど文字の入力が必要なときに利用できます（P.11）。
機内モードを設定するとすべての無線接続と通話機能が無効になります
（P.14）。飛行機に搭乗する際や病院など、通信をしたくない場所で利用し
ます。
自宅や店舗・施設などのインターネット回線（無線LAN）に接続する機能で
す。インターネットで動画を見るときやアプリなどの大容量のデータをダ
ウンロードするときに、Wi-Fiを使うと通信料がかかりません（P.18）。

もっと楽しむ

Wi-Fi（ワイファイ）

意味

便利な機能

その他知っておくと便利なマーク

基本の機能

❶ 画面の右上などに表示さ

閉じる（

基本の操作・設定

メニュー（

進む（ ／ ）、
戻る（ ／ ）

料金や契約内容
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基 本 の 操作
はじめてスマートフォンを持ったときに覚えておくこと、操作に早く慣れるための情報や操作のコ
ツを説明します。

タッチ操作の基本

動画で見る

まずは、スマートフォンのタッチ操作を覚えましょう。
タップ／ダブルタップ
画面を指で軽くポンと押
すことです。
2回続けて軽くポンポン
と押すことをダブルタッ
プといいます。

ロングタッチ
指で画面に軽く触れたま
ま長押しすることです。

スクロール
指を軽く画面に置いたま
ま上下に動かすことで
す。

スワイプ／スライド
指を軽く画面に置いたま
ま、上下左右にさっとは
らうことです。

フリック
画面のある一点に指で触
れてから、さっとはらう
ように指をすべらせるこ
とです。

ドラッグ
アイコンなどに軽く指を
おいたまま移動させるこ
とです。

ピンチイン
開いた状態の2本の指を
画面に置いて、指を閉じ
ることです。
これにより画面が縮小し
ます。

ピンチアウト
閉じた状態の2本の指を
画面に置いて、指を開く
ことです。
これにより画面が拡大し
ます。
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スマートフォンの各部の名前を覚えましょう。
❶ ❹ ❷

＜上面＞

❺

動画で見る
便利な機能

ホーム画面の表示を見てみましょう。
スマートフォンでは待受画面のことをホーム画面と呼びます。

❶
❷

基本の機能

ホーム画面の見かた

基本の操作・設定

❸ フロントカメラ
自分撮り用のカメラです。
❹ 受話口／スピーカー
❼
通話中の相手方の声、留守番電話の再生音などが聞こえます。
❾
❺ 音量キー
着信音量やメディア再生音量などを調節します。
カメラ起動時は、静止画のシャッターまたは動画の撮影
開始ボタンとして機能します。
❻ ディスプレイ（タッチパネル）
❻
お買い上げ時にディスプレイに貼付してある透明フィル
ムは、お客様のお手元に本製品が届くまでディスプレイを
保護することを目的としております。市販の保護フィルム
をご利用の場合は、透明フィルムをはがしてください。
❼ ヘッドセット接続端子
イヤホンなどを接続します。
❽
❽ USB Type-C接続端子（外部接続端子）
＜右側面＞
＜正面＞
＜背面＞
指定のACアダプタ（別売）などの接続時に使用します。
❾ リアカメラ
＜下面＞
通常の撮影に使うカメラです。
 送話口／マイク（上部）
❶ 近接センサー
顔などの接近を検知して、ディスプレイの表示を消します。 上部の送話口／マイクは、ハンズフリー通話時や録音時
などに動作します。
また、手の動き（ジェスチャー）を検知して本製品を操作
 電源キー
します。
電源のON ／OFFなどに使用します。
❷ 照度センサー
周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを調整  送話口／マイク（下部）
下部の送話口／マイクは、通話時、ハンズフリー通話時、
します。
録音時などに動作します。
❸

用語集・マーク

各部の名称

ホーム画面を切り替える
ホーム画面には複数の画面があります。左右にスライドすると、画面が切り
替わります。

もっと楽しむ

❸
❹
❺
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料金や契約内容

❶ ステータスバー：着信やメールのお知らせを通知するアイコンや時刻、電波の強さなどの本製品の状態を表すステー
タスアイコンが表示されます。
❷ クイック検索ボックス：文字や音声入力ですぐにGoogle検索ができます。
❸ アプリ／フォルダ：アプリやアプリを格納したフォルダが表示されます。
❹ ホーム画面の位置：ホーム画面を左右にスライドしたときに現在表示中の位置を確認できます。
❺ ナビゲーションバー：
履歴ボタン（ ）起動中および最近使用したアプリの一覧やおすすめのアプリなどを表示します。
ホームボタン（ ）ホーム画面を表示します。また、ロングタッチするとGoogleアシスタントを起動できます。
戻るボタン（ ）1つ前の画面に戻ります。
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通知アイコン／ステータスアイコンを確認する
ステータスバーの左側に不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には
本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。
主な通知アイコン

主なステータスアイコン

不在着信あり

／

新着auメールあり

／

電池レベル状態
100%／
電波の強さ

レベル4／

充電中
圏外

新着PCメールあり

※
4G（LTE ／ WiMAX 2+）
データ通信
状態

新着＋メッセージあり／新着SMS
あり

マナーモードの設定状態
バイブ設定中／

ト設定中
着信中／バックグラウンドで発信
中／通話中

サイレン

無線LAN
（Wi-Fi®）通信状態

無線LAN
（Wi-Fi®）使用可能／
無線LAN
（Wi-Fi®）通信中

※「LTE」
「WiMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となりま
す。回線の混雑状況等に応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

不在着信やメール受信を確認する、通知を見る／消す
画面上部(ステータスバー)の通知の詳細は通知パネルを表示して確認できます。

❶ ステータスバーを下にス
ライド

❷ 通知パネルが表示され、
通知情報が表示されます

❸ 通知情報をタップすると
関連するアプリが起動し
ます

❹ 通知を左右にスライドす
ると、通知を削除できま
す

アイコンのバッチで不在着信やメール受信を確認する
不在着信や新着メールがあるとホーム画面やアプリ一覧のアイコンにバッジ
（丸数字）が表示されます。数字は件数が表示されます。
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用語集・マーク

機能をオン／オフする
クイック設定ボタンからよく使う機能をオン／オフできます。

ライドし、通知パネルが
表示されたら、さらに下
にスライド

❷ 表示されていないクイッ
ク設定ボタンが表示され
ます

❸ 左右にスライドすると、
すべてのクイック設定を
確認できます

❹ クイック設定ボタンを

タップすると設定を変更
できます

電源を入れてホーム画面を表示する（電源の入/切）

基本の操作・設定

❶ ステータスバーを下にス

動画で見る
基本の機能

ロック画面にセキュリ
ティをかける
他人に勝手に使われないよう
に、ロック画面にパターンや
パスワードでセキュリティ設
定をすることができます
（P.19）。

2秒以上長押し

❷ ロック画面が表示される
ので、画面を好きな方向
にスワイプ

❸ ホーム画面が表示されま
す

電源を切るには
電源キーを2秒以上長押しし、
「電源OFF」→「電源OFF」を
タップします。

画面消灯時の画面のつけかた（画面の点灯/消灯）

動画で見る

❷ ロック画面が表示される
ので、画面を好きな方向
にスワイプ

料金や契約内容

電源キーを押す

もっと楽しむ

電源キーを押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープモードになります。
スリープモード中でも電話の着信やメールの受信が可能です。
折りたたみ式の携帯電話がたたまれているときと同じような状態です。

❶ スリープモード中に

便利な機能

❶ 本体右側面の電源キーを

❸ ホーム画面または直前の
画面が表示されます
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文字を入力する
文字の入力にはソフトウェアキーボードを使用します。本製品には4種類のソフトウェアキーボードがあり
ます。
お買い上げ時は「テンキーフリックキーボード」に設定されています。
❷

❶

❸

❹

❺
❻

❻
❼
❽
❾

❶
❷
❸
❹

絵文字／顔文字／記号の一覧を表示します。
スタンプの一覧を表示します。
音声入力に切り替えます。
キーボード設定をします。
キーボードの種類等を変更できます。
❺ カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。
❻ カーソルを左／右に移動します。文字入力中／変換時は文字の区
切りを変更します。
❼ スペースを入力したり、入力した文字を漢字などに変換します。
❽ 操作状態や選択中の入力欄に対応したキーが表示され、入力した
文字の確定や、改行、次の入力欄への移動などができます。
❾ タップやフリックで文字を入力します。
 濁点や半濁点の入力、大文字／小文字の切り替えを行います。
 日本語／英語を切り替えます。
 数字／記号一覧を表示します。
 確定前の文字を、キーをタップしたときと逆順に切り替えます。
（フリック入力時は切り替わりません）
（例）う→い→あ ※通常：あ→い→う

キーボードの種類
■ テンキーキーボード※
携帯電話のキーと同じ配列で
す。

■ QWERTY（クワーティ）キーボード
パソコンのキーと同じ配列で
す。

キーボードを切り替える
文字入力画面から →「言語とタイプ」→
「日本語」をタップすることで、キーボード
の切り替えが可能です。

※ テンキーフリックなしキーボード、テンキーフリックキーボード、
テンキー8フリックキーボードの3種類があります。

テンキーキーボードで入力する（「今月」と入力）

「わ」を
❶「か」を5回タップ、

3回タップ
・
［こん］が入力されます。

❷「か」を4回タップ、

を
タップ
・
［げ］が入力されます。

「変換」
❸「た」を3回タップ、

をタップ
・
［今月］と変換されます。

❹「OK」をタップ

09
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テンキーキーボードで英数字を入力する（「Test01」と入力）
用語集・マーク

をタップし、半角英字
入力に切り替え

「def」を
❷「TUV」をタップ、

2回タップ、
「pqrs」を4回
タップ、
「tuv」をタップ
・
［Test］が入力されます。

❸

をタップし、数字入力
に切り替え

「1」をタッ
❹「0」をタップ、

プ
・
［01］が入力されます。

基本の操作・設定

❶

絵文字／顔文字／記号を入力する
基本の機能

をタップ

便利な機能

❶

❷ 絵文字の種類をタップ

❸ 絵文字をタップ

❹「顔文字」をタップ

❻ 顔文字をタップ

❼「記号」をタップ

❽ 記号の種類をタップし、

・絵文字が入力されます。

もっと楽しむ

❺ 顔文字の種類をタップ

・顔文字が入力されます。

記号をタップ
・記号をタップすると記
号が入力されます。

料金や契約内容
10
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フリック操作で入力する（「え」を入力）

キー部分を上下左右にフリックして文字を入力できます。

❶「あ」をロングタッチ

❷［え］を入力したいので、
右にフリック

❸［え］が入力されます

音声で入力する（「おはよう」と入力）
画面上のキーボードを使わずに、本製品に向かって話すだけで文字を入力できます。
音声入力のコツ
・あまり早口でしゃべらず、落
ち着いて少しゆっくり話し
てください。
・長い文を一度に話すより、短
い文で入力結果を確認しな
がら話すほうが、うまく認識
され、入力効率も上がりま
す。
・方言や専門用語などはうま
く認識されない場合があり
ます。

❶

をタップ
・確認画面が表示された
場合は、
「OK」をタップ
します。

❷ 本製品にむかって「おは
よう」と話す

❸［おはよう］と入力されま
す

画面メモを使う（スクリーンショット）
画面を画像として保存できます。画面をメモとして保存したいときに便利です。

❶ 保存したい画面を
表示させて、音量
キー（下）と電源
キーを同時に押す

❷ スクリーンショッ
トが撮影されます

❶ 撮影したスクリー

ンショットを確認
するには、
ホーム画
面を左にスライド

❷「よくつかうフォ

ルダ」をタップし、
「ギャラリー」
を
タップ

©Google

❸ 画像かアルバムを
タップ
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イド
・アプリ一覧が表示されます。

❷ 起動したいアプリのアイコンを
タップ
・ここでは「連絡先」をタップし
ます。

基本の操作・設定

❶ ホーム画面を上または下にスラ

用語集・マーク

アプリを起動する（「連絡先」アプリの場合）

❸ アプリが起動します

・画面全体にアプリの画面が表
示されます。

最近使用したアプリケーションを一覧表示する

基本の機能

をタップすると、最近使用したアプリケーションが一覧で表示されま
す。アプリケーションをタップするとタップしたアプリケーションに表示
を切り替えます。
最近使用したアプリケーションを消すにはアプリケーションを上にスラ
イドします。
最近使用したアプリケーションを全て消したい場合には、
「全て閉じる」を
タップします。

便利な機能

アイコンの位置を変える
ホーム画面に並んでいるアイコンは、好きな場所に動かして整理できます。

もっと楽しむ

タッチ

❷ ロングタッチしたまま、移動した
い場所までアイコンをドラッグ
して指を離す

❸ アイコンが移動しました

アイコンが見当たらないときは
意図せずにアイコンをロングタッチし、アイコンを移動させてしまうことがあります。アイコンが見当たらない場合は左右のホー
ム画面やフォルダの中に移動していないか確認してください。また、アイコンをロングタッチし、アイコンの上部に表示される
「ホームから削除」、
「無効」、
「アンインストール」などをタップすると、アプリがホーム画面から非表示になったり、削除されたりし
ます。

料金や契約内容

❶ 移動したいアイコンをロング
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基 本 の 設定
基本的な設定を見てみましょう。

音量を設定する（着信音量を下げる）

音量キーは本体の右側面にあります。ここでは着信音量の変更手順を説明します。
着信中に音を消す
電話の着信中に音量キー（上）
もしくは音量キー（下）を押す
と、着信音を消すことができ
ます。

❶ 音量キー（上）もしくは音

量キー（下）を押す
・通話中に音量キーを押
すと、通話音量が変更さ
れます。

❷ 着信音量を示すバーが表
示されます

❸ 音量キー（下）を押すと音

量が小さくなります
・音量キー（上）を押すと
音量が大きくなります。

マナーモードを設定する
電車内などではマナーモードに設定しましょう。ここでは着信音を鳴らさないよう、バイブレータにする設
定を説明します。
マナーモード設定中でも
鳴る音があります
カメラのシャッター音や録画
開始／終了音などは鳴動しま
す。

❶ 本体右側面の音量キー
（上）もしくは音量キー
（下）を押す

❷ 音量キー（下）をバイブ

レータが振動するまで長
をタップ
押し、または

❸ マナーモードが設定さ
れ、ステータスバーに
が表示されます

通知パネルからマナーモードに設定する
通知パネルのサウンドアイコンをタップし
ても、マナーモードに設定できます。
通知パネルはステータスバーを下にスライ
ドして表示します。
サイレントモード設定中はステータスバー
に が表示され、着信音を鳴らさずにバイ
ブレーションも動作しなくなります。

バイブ

サイレント
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機内モードを設定するとすべての無線接続と通話機能が無効になります。
写真や動画の閲覧など、無線接続を使用しない機能は利用できます。

※ 機内モードがオンの場合でも無線LAN（Wi-Fi®）／Bluetooth®機能をオンにできます。航空機内や病院などでご利用になる場合は各社／各施設の指示に従ってください。

用語集・マーク

機内モードにする

基本の操作・設定

❶ ステータスバーを下にス
ライド

❷

をタップすると にな
り機内モードがONになりま
す

❸

をタップすると にな
り機内モードがOFFになりま
す

ホーム画面の背景を「壁紙」といいます。壁紙は自由に変更できます。

基本の機能

壁紙（待受画像）を変える（撮影した写真を壁紙にする場合）

便利な機能

❸ マイ壁紙の「ギャラリー」

❺「ホーム画面」をタップ

❻ ピンチイン、ピンチアウ

❼ 壁紙が変更されました

「ロック画面」または「ホーム
・
画面とロック画面」をタップ
すると、ロック画面の壁紙や
ホーム画面とロック画面の
壁紙両方を変更できます。

GLOガイド.indd
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トで画像の大きさを調整
し、
「壁紙に設定」をタッ
プ

をタップ
「利用規約」が表示された
・
場合は画面の指示に従っ
て操作してください。

❹ 壁紙に設定したい画像を
選択

料金や契約内容

❷「壁紙」をタップ

場所をロングタッチ

もっと楽しむ

❶ ホーム画面の空いている
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文字の大きさを変更する
画面に表示する文字の大きさを変更できます。

❶ ホーム画面を左にスライ

ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「設定」
をタップ

❷「ディスプレイ」をタップ

❸「文字サイズとフォント
スタイル」をタップ

❹ バーをタップまたは左右

にドラッグ
・画面上部に文字サイズ
の見本が表示されます。

画面上のアイテムのサイズを変更する
ホーム画面を左にスライド→「よくつかうフォルダ」→「設定」→「ディス
プレイ」→「画面のズーム」をタップし、画面内のアイテムの表示サイズを
変更できます。
文字の大きさの変更とあわせて、お好みの表示に調整できます。
お買い上げ時は真ん中のサイズに設定されています。
・画面のバーを左右にドラッグして設定します。

※ アイテムのサイズを変更すると、一部のアプリでは表示が崩れ、適切に表示され
ない場合があります。

着信音を変える
電話が着信したときの音を変更できます。

❶ ホーム画面を左にスライ

ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「設定」
をタップ

❷「サウンドとバイブ」を
タップ

❸「着信音」をタップ

❹ 設定したい着信音をタップ
・着信音を選択すると、選
択した着信音が再生さ
れます。再生されない場
合は音量キー（上）を押
して、音量を大きくして
ください。
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用語集・マーク

画面の明るさを調整する
画面をお好みの明るさに調整できます。画面が暗いと感じるときなどに設定します。

ライドし、通知パネルを
表示

❷ 通知パネルをさらに下へ

スライドし、画面の明るさ
のバーを左右にドラッグ
・明るさが調整されます。

❸

をタップ
・明るさの詳細設定画面
が表示されます。

❹「明るさ自動調整」をタップ
して有効にすると周囲の明
るさに合わせて画面の明る
さが自動調整されます

基本の操作・設定

❶ ステータスバーを下にス

画面消灯時間を設定する

して、
「よくつかうフォルダ」
をタップし、
「設定」をタップ

❷「ディスプレイ」をタップ

❸ 画面を上にスライドし、
「画面のタイムアウト」を
タップ

❹ 画面のタイムアウトまで

便利な機能

❶ ホーム画面を左にスライド

基本の機能

お買い上げ時は30秒間操作をしないと画面が消灯するように設定されています。消灯時間は変更することが
できます。

の時間をタップ

縦横表示の自動回転を設定する
もっと楽しむ

ライド

❷

・

をタップ
表示にします。

❸ 通知パネルを上にフリックして閉じ、本製品を横にする

・自動的に画面が横表示になります。動画などを見るときに横
表示にすると見やすくなります。
・ホーム画面など、画面や機能によっては横表示にならない場
合もあります。

料金や契約内容

❶ ステータスバーを下にス

16
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かんたんモードを利用する
かんたんモードを設定すると、大きなアイコンを表示したシンプルなホーム画面レイアウトになります。
＜ご注意＞本書や「auかんたんガイド」アプリの操作説明は、お買い上げ時に設定されている通常のホーム画
面からの操作を説明しています。かんたんモードを利用する場合、本書や「auかんたんガイド」アプリの操作
説明と操作が異なりますのでご注意ください。

❶ ホーム画面を左にスライ
ド

❷「かんたんモードはこち
ら」をタップ

❸「かんたんモード」をタッ
プして （ON）にする
・かんたんモードが設定
されます。

かんたんモード設定時の画面
アイコンや文字が大きく表示されます。

標準モード

かんたんモード

かんたんモードを解除して標準のホーム画面に戻す

❶ ホーム画面を左にスライ
ドし、
「設定」をタップ

❷「ディスプレイ」をタップ

❸「かんたんモード」をタッ
プ

❹「かんたんモード」をタッ
プして （OFF）にする
・かんたんモードが解除
されます。
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用語集・マーク

ス マ ホ なら ではの設定
スマートフォンをより便利に利用するための設定をしてみましょう。

Wi-Fi ®を使う

基本の操作・設定

家庭内で構築した無線LAN（Wi-Fi®）環境や、外出先の公衆無線LANを利用して、インターネットサービスに接
続できます。
Wi-Fi®ご利用時は、スマートフォンのデータ通信は発生しません。
・SSID
（ネットワーク名）やパスワードはご家庭のWi-Fiルーターの場合は、底面など目立たないところに記載
されていることがあります。見つからないときは、
Wi-Fiルーターの取扱説明書をご確認ください。

基本の機能

❶ ホーム画面を左にスライドして、

❷「接続」をタップ

❸「Wi-Fi」をタップ

「ON」にしま
❹「OFF」をタップし、

❺ 接続するネットワーク名をタッ

「接続」を
❻ パスワードを入力し、

「よくつかうフォルダ」をタップ
し、
「設定」をタップ

便利な機能
もっと楽しむ

す

プ

タップ

料金や契約内容

用 語 解 説

®
Wi-Fi（ワイファイ）

無線通信を使ってパソコンやスマートフォン、ゲーム機などの機器をネットワークに接続する規格です。
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画面ロックを設定する（「パターン」に設定する場合）
ロックの設定をしていると画面が消灯したときにロックがかかります。ロックをかけることで、他人に使わ
れないようにしたり、かばんの中での誤操作を防いだりします。セキュリティの種類には「パターン」
「PIN」
「パスワード」などがあります。

❶ ホーム画面を左にスライドして、

❷「ロック画面」をタップ

❸「画面ロックの種類」をタップ

❹「パターン」をタップ

❺ 点と点をつなぐように指をスラ

「確認」を
❻ パターンを再入力し、

「よくつかうフォルダ」をタップ
し、
「設定」をタップ

イドして、パターンを入力し、
「続
行」をタップ

タップ

その他のロック
パターンよりもセキュリティを強くしたい場合は、
「PIN」または「パスワード」を設定
してロックしてください。
PIN
4桁以上の数字をパスワードとして設定できます。
パスワード
英字を含む4文字以上の文字をパスワードとして設定できます。

「完了」をタッ
❼ 通知方法を選択し、
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プ
・確認画面が表示された場合は、
画面に従って操作してくださ
い。
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用語集・マーク

au IDを設定する（au初期設定）
auのさまざまなサービスやコンテンツをご利用いただくために必要なIDです。
はじめに登録しておくと、auサービスのご利用がスムーズになるので、設定をおすすめします。

基本の操作・設定

❶ ホーム画面を左にスライドして、

❷「au設定メニュー」をタップ

❸「au ID」が未設定であることを確

❹「アップデートする」にチェック

❺「ログイン」をタップ

❻「次へ」をタップ

❼「OK」をタップ

❽「許可」をタップ

「よくつかうフォルダ」をタップ
し、
「設定」をタップ

認し、
「au初期設定」をタップ

基本の機能
便利な機能

を入れ、
「はじめる」をタップ

もっと楽しむ
料金や契約内容

❾「許可」をタップ
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「許可」をタップ

�「許可」をタップ

� インストールするアプリに

「Wi-Fi設定」をタップ

 設定する項目にチェックを入れ、

�「完了」をタップ

・モバイルデータ通信でダウン
ロードすると追加料金が発生
する可能性があります。
Wi-Fi設
定（P.18）をおすすめします。

「次へ」をタップ

チェックを入れ、
「次へ」
をタップ

21
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Googleアカウントを設定するとGoogleが提供するさまざまなアプリをPlay ストアからインストールしたり、
Gmail™などのGoogleのサービスを便利に利用したりできます。

❷「アカウントとバック

❸「アカウント」をタップ

❹「アカウント追加」をタッ

❺「Google」をタップ

❻「アカウントを作成」を

❼「自分用」をタップ

「次へ」を
❽ 名前を入力し、

❾ 生年月日と性別を入力

 任意のユーザー名を入力

「次
� パスワードを入力し、

「は
� 注意事項を確認し、

「次へ」をタップ

 Googleのプライバシーポ

� Googleサービスの内容を

 Googleアカウントが登録

ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「設定」
をタップ

アップ」をタップ

プ
・Googleアカウントを設
定済みの場合は、アカウ
ント名が表示されます。

基本の操作・設定

❶ ホーム画面を左にスライ

用語集・マーク

Goo g le™アカウントを設定する

基本の機能

確認し、
「同意する」を
タップ

い、追加します」をタップ

料金や契約内容

リシーと利用規約を確認
し、
「同意する」をタップ

へ」をタップ

もっと楽しむ

し、
「次へ」
をタップ

タップ

便利な機能

し、
「次へ」をタップ

タップ

されます
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アプリをダウンロードする（Pla y ストア）
スマートフォンは、さまざまなアプリを追加して、より使いやすくすることができます。
Play ストア（Google Play™）ではさまざまなAndroid™向けのアプリをダウンロードしてインストールしたり、
コンテンツのダウンロードができます。
ここではPlay ストアから「auでんき」をダウンロードしてインストールする手順を説明しています。事前に
Googleアカウントの設定が必要です（P.22）。
※ アプリのダウンロードには、ご契約の料金プランに応じたデータ通信料がかかります。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。

❶ ホーム画面で「Play ストア」を

❷ 入力欄をタップ

❸ 検索したいアプリ名を入力し、

❹ 検索結果からインストールした

❺「インストール」をタップ

❻ インストール完了後に「開く」を

タップ
・ご紹介の画面が表示された場
合は、画面の指示に従って操作
してください。

いアプリをタップ

・支払方法の確認画面などが表
示された場合は、画面の指示に
従って操作してください。

をタップ

タップすると、アプリが起動しま
す

用 語 解 説
Android

Googleが提供するスマートフォンなどを動かすためのOS（オペレーションシステム）の名称です。

ダウンロード

アプリや情報、画像などをインターネット上から本製品に保存することです。

インストール

アプリをパソコンやスマートフォンに追加する作業のことです。

23
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用語集・マーク

アプリをダウンロードする（au Market）
ここではau Marketから「My au」アプリをダウンロードしてインストールする手順を説明しています。
事前にau IDの設定が必要です（P.20）。
auが厳選したアプリのみを取り扱う「au Market」なら、便利なアプリを安全に入手できます。
※ アプリのダウンロードには、ご契約の料金プランに応じたデータ通信料がかかります。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。

基本の操作・設定

❶ ホーム画面を上または下

❷「au Market」をタップ

❸「検索」をタップ

❹ 入力欄に検索したいアプ

❺ 検索結果からインストー

❻「アプリを使う」をタップ

❼「無料」をタップ

「承諾す
❽ 内容を確認し、

❾「はい」をタップ

「アプリ起動」をタップ

� アプリが起動します

にスライドして、アプリ
一覧を表示し、
「auツール
／サポート」をタップ

リ名を入力し、
「検索」を
タップ

基本の機能
便利な機能

ルしたいアプリをタップ

・auスマートパス（P.81）
の設定画面が表示され
た場合は、画面に従って
操作してください。

る」をタップ

もっと楽しむ
料金や契約内容

・auスマートパス加入時
は画面が一部異なりま
す。

24

GLOガイド.indd

24

2019/09/26

17:32:24

アプリを更新する（通知から更新する）
更新通知が届いた場合の更新手順を説明しています。

❶ ステータスバーを下にス
ライド

❷ アプリの更新通知をタッ
プ

❸ 更新したいアプリの「更
新」をタップ

アプリを更新する（Pla y ストア）
Play ストアから更新することもできます。

❶ ホーム画面で

「Play ストア」を
タップ

❷

をタップ

❸「マイアプリ＆

ゲーム」をタップ

❹ 更新したいアプリ
をタップ

❺「更新」をタップ

アプリを更新する（au Market）
au Marketから更新することもできます。

❶ ホーム画面を上または下

にスライドして、アプリ
一覧を表示し、
「auツール
／サポート」をタップし、
「au Market」をタップ

❷「マイページ」をタップ

❸「マイアプリ」をタップ

❹ 更新したいアプリの

「アップデート（手動）」を
タップ
・以降は画面の指示に
従って、操作してくださ
い。
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ソフトウェアの更新が必要な場合は、通知が届きます。スマートフォンを安全にお使いいただくための更新
です。
ソフトウェアのダウンロードには、ご契約の料金プランに応じたデータ通信料がかかります。Wi-Fi®でのご利
用をおすすめします。

用語集・マーク

ソフトウェアを更新する

基本の操作・設定

❶ ステータスバーを下にス

❷ ソフトウェアアップデー
トの通知をタップ

❸「ダウンロード」をタップ

・ネットワークについて
の確認画面が表示され
た場合は、画面の指示に
従って操作してくださ
い。

❹ ソフトウェアのダウン
ロードが開始されるの
で、しばらく待ちます
基本の機能

ライド
・ソフトウェアの更新が
必要な場合は、
ステータスバーに が
表示されます。

便利な機能

❺「今すぐインストール」を

もっと楽しむ

タップ
・ソフトウェアの更新が
開始されるので、完了す
るまで待ちます。

新しいソフトウェアがあるかを確認して更新する
ホーム画面を左にスライド→「よくつかうフォルダ」→「設定」→「ソフト
ウェア更新」→「ダウンロードおよびインストール」をタップし、新しいソ
フトウェアがあるか確認します。
以降は、画面の指示に従って操作してください。

料金や契約内容
26
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データを移行する
機種変更前の端末から連絡先などのデータを移す手順を説明します。
auケータイ（3Gケータイ）と4G LTEケータイからのデータのバックアップにはSDカード（microSD™
メモリカード）を使用しますので事前に準備してください。

SD

※以降、
「microSD™メモリカード」について、
「SDカード」と表記しています。

auケータイ（３Gケータイ）のデータをSDカードにバックアップする
以下の条件に当てはまる機種で、電話帳や写真・動画などのデータを移行する手順を説明しています。
- auケータイから機種変更（従来式の携帯電話でEZwebが利用できる）
- SDカードが使える
・データのバックアップにはSDカードを使用しますので、事前にauケータイに取り付けてください。
・データ移行は、十分に充電した状態で行ってください。

ご注意

端末のリセットについて：機種変更前の端末のリセット（データの初期化）を行う場合は、データ移行完了後、機種変
更後の端末にデータが移行されていることをご確認の上、操作を行ってください。
手順を間違えた場合について：手順を間違えた際は携帯電話の【終話キー】を押すことにより手順の最初に戻ること
ができます。
「ロックNo.」入力について：現在ご利用中の携帯電話で「ロックNo.」
（第三者に利用されないように、携帯電話を利用
される際にお客さまが設定された暗証番号）を使用している場合は、手順の途中で「ロッ
クNo.」入力が必要になります。その際は「ロックNo.」を入力することにより、次の画面に
進みます。ロックNo.はお買い上げ時、
「1234」に設定されています。
画面・項目名の違いについて：この項目で掲載されている画面は「GRATINA2」の例です。お客さまのご利用の端末に
よっては、画面・項目名が異なる場合があります。

❶ 待受画面で【OKキー】を

❷「microSD」を選択

❸「バックアップ」を選択

❹「アドレス帳」を選択

❺「バックアップ保存」を選

❻「YES」を選択

❼ 待受画面で【メールキー】

❽ バックアップしたいメー

押す
・最初に電話帳をバック
アップします。

択
・ロックNo.の入力画面が
表示された場合は入力
します。

・電話帳のバックアップ
を開始します。

を押す
・次にauメールをバック
アップします。

ルが格納されているボッ
クスを選択
・ここでは、
「受信ボック
ス」を選択しています。
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用語集・マーク

【アプリキー】を押し、

�「全件保存」を選択

� 保存先のフォルダを選択

「はい」を選択

 待受画面で【OKキー】を

�「データフォルダ」を選択

「全データ表示」を選択

�【アプリキー】を押し、

�「フォルダ内全件コピー」

�「YES」を選択

� コピー先のフォルダを選

ダを選択

「microSDへ保存」を選択

・
「1件保存」または「選択
保存」を選択すると、
メールを選択して保存
できます。

基本の操作・設定

❾ バックアップするフォル

基本の機能

・メールのバックアップ
を開始します。

押す
・画像などのデータを保
存します。

便利な機能

を選択

択
・画像などのデータの
バックアップを開始し
ます。

もっと楽しむ

「microSDへコピー」
を選
択

背面カバーやSDカードの取り付け取り外しについては、取扱説明書をご確認ください。
取扱説明書はauホームページでもご確認いただけます。
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/
料金や契約内容
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4G LTEケータイのデータをSDカードにバックアップする
以下の条件に当てはまる機種で、電話帳や写真・動画、auメール（SMS）、ブックマークなどのデータを移行す
る手順を説明しています。
- auの4G LTEケータイから機種変更
- SDカードが使える
・データのバックアップにはSDカードを使用しますので、事前に4G LTEケータイに取り付けてください。
・データ移行は、十分に充電した状態で行ってください。
・電話帳は端末本体のアカウントに登録されたデータのみが対象です。
・保存されているデータ容量などにより、バックアップに時間がかかる場合があります。

ご注意

端末のリセットについて：機種変更前の端末のリセット（データの初期化）を行う場合は、データ移行完了後、機種変
更後の端末にデータが移行されていることをご確認の上、操作を行ってください。
手順を間違えた場合について：手順を間違えた際は携帯電話の【終話キー】を押すことにより手順の最初に戻ること
ができます。
画面・項目名の違いについて：この項目で掲載されている画面は「GRATINA 4G KYF37」の例です。お客さまのご利用の
端末によっては、画面・項目名が異なる場合があります。

❶ 待受画面で【センター

❷「データお預かり」を

❸ パケット通信料の注意を

❹ 利用規約やプライバシー

❺【カメラキー】を押す

❻「アップデートが必要か

❼「データ移行」を選択

❽「機種変更はこちら」を選

キー】を押し、メニューか
ら「安心安全」を選択

選択

確認する」を選択し、アッ
プデートが必要な場合
は、画面の指示に従って
操作

確認し、画面の指示に
従って操作
・アプリのアップデート
画面が表示された場合
は、画面の指示に従って
アップデートしてくだ
さい。

ポリシーなどが表示され
た場合は、画面の指示に
従って操作

択
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用語集・マーク

「ステップ１：データを保

� 機種変更後の機種を選択

�「SDカードに保存する」を

「確認する」を選択

 保存データの確認が表示

�「次へ」を選択

「次へ」を選択

「開始
� 目安時間を確認し、

� 保存が完了するまで

� データの保存が完了した

⓴ SDカードにデータが保存

を選択

存する」を選択

・電池残量の確認画面な
どが表示された場合は、
「次へ」を選択します。

選択

基本の操作・設定

❾「データ移行を開始する」

基本の機能

ら「次へ」を選択

されました

もっと楽しむ

しばらく待ちます

・その他のデータを保存
します。

便利な機能

する」を選択

されますので、
「次へ」を
選択
・アドレス帳→写真→動
画→Eメール・auメール
→SMSの順で確認され
ます。

背面カバーやSDカードの取り付け取り外しについては、取扱説明書をご確認ください。
取扱説明書はauホームページでもご確認いただけます。
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/
料金や契約内容
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SDカードからデータを復元する
auケータイや4G LTEケータイでSDカードにバックアップしたデータを、本製品で復元します。
事前にバックアップしたデータが入ったSDカードを、本製品に取り付けてください。

❶ ホーム画面を左にスライ

❷「au設定メニュー」をタッ

❸「データを移行する」を

❹ 利用規約やプライバシー

❺「次へ」をタップ

❻「許可」をタップ

❼「許可」をタップ

❽「許可」をタップ

❾「許可」をタップ

「許可」をタップ

�「許可」をタップ

�「機種変更はこちら」を

ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「設定」
をタップ

プ

タップ

ポリシーの内容が表示さ
れたら、内容を確認し、
「同意する」をタップ

タップ

31

GLOガイド.indd

31

2019/09/26

17:32:32

用語集・マーク

「ステップ2：保存済デー

�「次へ」をタップ

「SDカードから戻す」を

�「許可」をタップ

�「次へ」をタップ

�「〇〇を戻す」をタップし

�「次へ」をタップ

�「戻す処理を開始する」を

�「次へ」をタップ

「かんたんデータ移行を

タップ

タを戻す」
をタップ

・au Marketのアップデー
ト画面やauメールの初
期設定画面などが表示
された場合は、画面の指
示に従って操作してく
ださい。

タップ
・Wi-Fi接続の確認画面が
表示された場合は、画面
の指示に従って操作し
てください。

基本の操作・設定

「データ移行を始める」を

基本の機能
便利な機能

て進める
・アドレス帳、写真、動画、
Eメール、その他データ
を戻す確認をします。

もっと楽しむ

終了する」をタップ

料金や契約内容

タップ
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「Smart Switch」を利用してデータ移行をする
「Smart Switch」を利用して、機種変更前の端末から連絡先などのデータを復元することも可能です。
ここではSDカードを利用して、フィーチャーフォンから本端末にデータを移行する手順を説明しています。
・事前に本製品へSmart Switchアプリをインストールし、旧端末でSDカードにバックアップをしてください。
アプリの入手や詳細はこちら

本アプリで引継ぎ可能なデータ
〈Galaxyからの機種変更〉
連絡先／メッセージ／写真／動画※／音楽※／スケジュール／ブックマーク／通話履歴／ドキュメント／アプリ／メ
モ／時計／Wi-Fi設定／壁紙／ホーム画面のレイアウト／着信音
〈他社Android端末からの機種変更〉
連絡先／メッセージ／写真／動画※／音楽※／スケジュール／ブックマーク／通話履歴／ドキュメント／アプリ／
Wi-Fi設定
〈iOS端末からの機種変更〉
連絡先／メッセージ／写真／動画※／音楽※／スケジュール／ブックマーク／通話履歴／ドキュメント／アプリ／メ
モ／時計／壁紙
〈フィーチャーフォンからの機種変更〉
連絡先／カレンダー／メモ／画像／音楽／動画／ドキュメント

・お使いのフィーチャーフォンや移行するデータの種類によってはデータ移行ができない場合があります。

※ DRMがかかったコンテンツは、転送できません。

・Smart Switch Mobile の仕様および画面イメージ、操作手順などは改良のため予告なしに変更になる場合がございます
ので、あらかじめご了承ください。
・Smart Switchがサポートする端末はメーカーとモデルにより異なります。ローカルデータのみ転送することができま
す。
・Smart Switchがサポートするコンテンツは、メーカーとモデルにより異なります。

SD

SD

❶ お使いのフィーチャーフォンのデー

タをSDカードにバックアップ（P.27）

❷ SDカードを本端末に差し込む

❸ ホーム画面を上または下にスライド
し、アプリ一覧を表示して、
「Smart
Switch」をタップ

SDカードの取り付け取り外しについては、取扱説明書をご確認ください。
取扱説明書はauホームページでもご確認いただけます。
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/
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用語集・マーク
基本の操作・設定

❹「同意」をタップ

❺「許可」をタップ

❻

❼「復元」をタップ

❽「フィーチャーフォンのメディア/

❾ 移行するコンテンツをタップして選

「復元」をタップ

� コンテンツを復元中の画面で待機

� 準備完了画面の「完了」をタップ

をタップ

基本の機能

択

便利な機能

ファイル」をタップ
・バックアップされているデータの
内容により復元するデータの選択
が表示されます。表示されない場合
は次の手順に進んでください。

もっと楽しむ
料金や契約内容
34
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アドレス帳・画像・動画などをバックアップする
auサーバーに本製品内のデータをまとめてバックアップすることができます。
事前にau IDの設定が必要です（P.20）。

※ データのバックアップには、ご契約の料金プランに応じたデータ通信料がかかります。Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。

❶ ホーム画面を上または下にスラ

❷「データお預かり」をタップ

❸「利用を開始する」をタップ

❹ 画面を上にスライドして内容を

❺「次へ」をタップ

「許可」をタップ
❻ 内容を確認し、

❼「預ける」をタップ

❽ auサーバーへ預ける項目を選択

❾「完了」をタップ

イドして、アプリ一覧を表示し、
「auツール／サポート」をタップ

確認し、
「同意する」をタップ
・確認画面が複数回表示されま
すので、すべて「同意する」を
タップしてください。

し「預ける」をタップ
・バックアップが開始されます。
・確認画面が表示された場合は
画面の指示に従って操作して
ください。

・確認画面が複数回表示されま
すので、すべて「同意する」を
タップしてください。
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用語集・マーク

ブルーライトフィルターを設定する
画面から発するブルーライトの量を制限します。

基本の操作・設定

❶ ステータスバーを下にスライド

❷ もう一度下にスライド

❸「ブルーライトフィルター」をタップ

基本の機能
便利な機能

❹ ブルーライトフィルターが設定され
ると画面が少し黄色がかった表示に
なります
・画面はイメージです。

もっと楽しむ
料金や契約内容
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電話
電話の使いかたを確認しましょう。スマートフォンには携帯電話のような番号ボタンはありません。
電話を使うときも、画面に表示されるダイヤルキーやアイコンをタップして操作します。

電話の取り方

❶ かかってきた電話に出るには、

を
輪の外側までスワイプ／スライド
・タップでは電話に出られません。

動画で見る

❷ 電話を切るには

をタップ

スマートフォンを操作中に着信した場合は

❶「応答」をタップ

❷ 電話を切るには

をタップ

着信を拒否する
を円の外までスワイプ／スライドすることで、着信を拒否できます。
・スマートフォンの操作中は「拒否」をタップすることで着信を拒否で
きます。
応答拒否のメッセージを送りたい場合は、
「メッセージを送信」をタップ
します。
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プロフィールの編集や
共有をする
プロフィール画面で「編集」を
タップすると、プロフィール
を編集できます。
「共有」を
タップすると、auメールなど
で共有できます。

にスライドし、
「連絡先」
をタップ

❷ プロフィールをタップ

・プロフィール画面が表
示されます。

基本の操作・設定

❶ ホーム画面を上または下

用語集・マーク

自分の電話番号を確認する

❸ プロフィール画面を上に
スライドすると自分の電
話番号を確認できます

電話番号で電話をかける

動画で見る
基本の機能

電話番号を入力して電話をかけます。

便利な機能

❶ ホーム画面で

をタッ

❷「キーパッド」をタップ

電話の切り忘れに注意

を
タップ
・電話がかかります。
・電話番号を間違えたと
きは、 をタップして
番号を消します。

❹ 電話を切るには
タップ

を

用 語 解 説
共有

画像や連絡先などのデータを、メールの添付やBluetooth®
などで、他のスマートフォンやパソコンなどに送ることを
共有と呼びます。
®
Bluetooth（ブルートゥース）

ワイヤレスヘッドホンなどを無線で接続するときに利用
する近距離無線通信の規格名です。スマートフォン同士の
通信にも利用されます。

料金や契約内容

ステータスバー(赤枠部分)が緑色に表示されているときは、通
話が終了していません。ステータ
スバーをタップすると通話中の
画面に戻ります。

❸ 電話番号を入力し、

もっと楽しむ

プ
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電話帳（連絡先）から電話をかける
本製品では電話帳を「連絡先」と呼びます。

❶ ホーム画面で
プ

をタッ

❷「連絡先」をタップ

・登録されている連絡先
が表示されます。

❸ 電話をかけたい人の名前
をタップし、 をタップ
・電話がかかります。

❹ 電話を切るには

を

❹ 電話を切るには

を

タップ

通話履歴から電話をかける

❶ ホーム画面で
プ

をタッ

❷「履歴」をタップ

❸ 電話をかけたい人の名前
をタップし、 をタップ
・電話がかかります。

タップ

39
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プ

をタッ

❷「履歴」をタップ

❸

をタップし、
「削除」を
タップ

❹ 削除したい履歴をタップ

基本の操作・設定

❶ ホーム画面で

用語集・マーク

通話履歴を削除する

して選択し、
「削除」を
タップ
・確認画面が表示される
ので「削除」をタップし
ます。

基本の機能
便利な機能
もっと楽しむ
料金や契約内容
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電話帳（連絡先）を登録する

❶ ホーム画面で

をタップ

❹ 名前、電話番号など必要な項目を
入力し、
「保存」をタップ

❷「連絡先」をタップ

・登録されている連絡先が表示
されます。

❸

をタップ
・保存先の選択画面が表示され
た場合は「本体」をタップし、
「選択」をタップします。

❺ 連絡先が登録されます
連絡先（電話帳）を編集／削除する

ホーム画面で をタップ→連絡先をタップし、連絡先の をタップ
すると、連絡先の詳細画面が表示されます。
連絡先の詳細画面で をタップすると連絡先を編集できます。また、
をタップ→「削除」をタップすると連絡先を削除できます。
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連絡先登録画面の見かた
❷
❸
❹

❶ 連絡先の保存先を選択します。
❷ 写真が登録できます。
カメラを起動して撮影して登録することもできます。
❸ 名前を登録します。
❹ よみがなを登録します。名前を入力すると自動で入力されます。
❺ 携帯電話などの電話番号を登録します。
❻ メールアドレスを登録します。
❼ 住所やニックネームなど、より詳細な情報を登録できます。また、着信音や
通知音を個別に設定することができます。

用語集・マーク

❶

基本の操作・設定

❺
❻

❼

❶
❷

❹

便利な機能

❸

❶ 通話を追加：通話中に他のもう１人に電話をかけて、３人で同時に通話で
きます。
❷ 通話を保留／通話を再開：通話を保留／解除状態にします。
❸ Bluetooth：別売のBluetooth®ヘッドセットと接続／解除します。
❹ キーパッド：キーパッドを表示/非表示にします。
❺ 消音：相手の方にこちらの声が聞こえないようにするかどうかを設定しま
す。
❻ スピーカー：ハンズフリーで通話できます。タップするとスピーカーから
相手の声が聞こえるようになります。再度タップすると元に
戻ります。

基本の機能

通話中画面の見かた

❺
❻

もっと楽しむ

用 語 解 説

ハンズフリー

スピーカーから相手の声が聞こえるようになり、本製品を手に持たずに通話することができるようになります。

料金や契約内容
42
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通話中に番号入力する

❶ 通話中に「キーパッド」をタップ

❷ 送信したい番号をタップ

・プッシュ信号が送信されます。

❸ キーパッドを閉じるには「非表
示」をタップ

電話中にスピーカーモードにする

❶ 通話中に「スピーカー」をタップ

❷ スピーカーモードになります

・ハンズフリーで通話できます。

❸ スピーカーモードを解除するに
は「スピーカー」をタップ

43

GLOガイド.indd

43

2019/09/26

17:32:43

留守番電話が登録されると、SMSで通知されます。通知から留守番電話を確認できます。
・
「お留守番サービス」
（P.44）と「伝言メモ」
（P.45）を同時に設定した場合、設定秒数が短いほうが優先されま
す。
※ お留守番サービス（お留守番サービスEX）のご利用には、別途ご契約が必要になります。
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。
各サービスのご利用料金や詳細については、auホームページ（https://www.au.com/）でご確認ください。

用語集・マーク

お留守番サービスを設定する

基本の操作・設定

❶ ホーム画面で
プ

をタッ

❷

をタップ

❹「auサービス」をタップ

❼「留守番電話」をタップし

❽「有効」または「更新」を

基本の機能

❸「設定」をタップ

をタップ

❻ 通話転送条件をタップ

て選択し、転送までの時
間タップして設定

便利な機能

❺「留守番電話と通話転送」

タップ

留守番電話があるか確認する・お留守番サービスを聞く
留守番電話が登録されると、SMSで通知されます。通知から留守番電話を確認できます。
もっと楽しむ

ライド

❷ 1417のメッセージをタッ
プ

❸

をタップし、 を
タップ
・留守番電話サービスに
電話がかかります。

❹ ガイダンスに従ってメッ
セージを確認

料金や契約内容

❶ ステータスバーを下にス
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伝言メモを設定する
・
「お留守番サービス」
（P.44）と「伝言メモ」
（P.45）を同時に設定した場合、設定秒数が短いほうが優先されま
す。

❶ ホーム画面で
プ

をタッ

❷

（メニュー）をタップ

❸「設定」をタップ

❹「伝言メモ設定」をタップ

❽ 着信から伝言メモが作動

❺「メッセージで自動応答」

❻ 伝言メモでの応答を毎回

❼「応答メッセージを再生

❾「言語」をタップ

 応答メッセージの言語を

� 設定が完了しました

をタップ

自動で行うかどうかを設
定します
・ここでは「毎回」に設定
します。
・
「手動」を設定した場合、
自動応答不可。

選択し、
「OK」をタップ

するまでの時間」をタッ
プ

するまでの時間を上下に
スワイプして設定し、
「OK」をタップ
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をタップ

❷

（メニュー）をタップ

❸「設定」をタップ

❹「伝言メモ設定」をタップ

基本の操作・設定

❶ ホーム画面で

用語集・マーク

伝言メモがあるか確認する・伝言メモを聞く

基本の機能

❺「録音メッセージ」をタッ
プ

❻ 再生したいメッセージを
タップ

をタップ

❷

（メニュー）をタップ

もっと楽しむ

❶ ホーム画面で

便利な機能

電話番号の通知／非通知を設定する

❸「設定」をタップ

料金や契約内容

❹「auサービス」をタップ

GLOガイド.indd
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❺「発信者番号通知」をタップする
と電話番号を通知します

❻「発信者番号通知」を無効にする
と非通知になります
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迷惑電話の着信を拒否する

❶ ホーム画面で

をタップ

❹「番号指定拒否」をタップ

❷

（メニュー）をタップ

❺「不明な発信者を拒否」をタップ
すると知らない番号からの着信
を拒否します

❸「設定」をタップ

❻ 連絡先や履歴から電話番号を選

択するか、新しい番号を入力して
登録
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用語集・マーク

カメラ
カメラの使いかたを見てみましょう。写真（静止画）と動画どちらも簡単に撮影できます。
本製品を傾けることで、横表示と縦表示のどちらでも撮影／録画ができます。
※ カメラ操作は、本製品を縦表示にした状態の画面で説明しています。

写真を撮る（撮影画面の見かた）
基本の操作・設定

をタッ
プ
・電源キーをすばやく2回
押しても、カメラを起動
できます。

❷ 撮りたいものをタップ
し、
ピントを合わせる

❸

をタップ
・写真が撮影されます。

❹ 左下の丸い画像（プレ

ビュー縮小表示）
をタップ
・撮った写真を確認できます。

基本の機能

❶ ホーム画面で

撮影画面の見かた
❻

❶

❼

❷

設定メニューの表示
フラッシュ設定
タイマー設定
直前に撮影したデータを表示（プレビュー縮小表示）
静止画の撮影（シャッターボタン）
撮影時のフィルターの切り替え（カメラエフェクト）
縦横比の設定
光学ズーム調節
カメラモードの切り替え
メインカメラ／サブカメラの切り替え
・撮影画面を上下にフリックしても切り替えが可能です。

便利な機能

❸

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾


もっと楽しむ

❽
❾
❹
❺

料金や契約内容
48
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撮影時フラッシュをON/OFFする

❶ 撮影画面で

をタップ

❷

をタップ
・ をタップすると周囲
の明るさに合わせて自
動でフラッシュをON／
OFFします。

❸ フラッシュがONになり
ます

❹

をタップするとフ
ラッシュがOFFになりま
す

撮影時、画面を拡大（ズーム）
・縮小する

❶ 撮影画面をピンチアウト

❷ 拡大（ズーム）されます

❸ 撮影画面をピンチイン

❹ 縮小されます
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用語集・マーク

写真を見る／削除する
ここではギャラリーから確認する手順を説明しています。

ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「ギャ
ラリー」をタップ

❷「画像」または「アルバム」
をタップ

❸ 見たい写真をタップ

・写真が表示されます。

❹ 写真を削除する場合は

をタップ
・画面の指示に従って操作し、
「ごみ箱に移動」をタップす
ると削除できます。

・写真が拡大表示されま
す。

❷ 拡大表示中に画面をスラ
イド
・写真の隠れてしまった
部分を表示します。

便利な機能

❶ 画面をピンチアウト

基本の機能

写真を拡大／縮小表示する

❸ 画面をピンチイン

・写真が縮小表示されま
す。

静止画表示画面の見かた
静止画表示画面には以下のメニュー(アイコン)が表示されま
す。アイコンをタップして各機能を使用できます。
画面のアイコンが表示されていない場所をタップすると、アイ
コンを非表示にできます。
：編集

：お気に入り

：共有

：メニュー

・次の写真を表示します。

料金や契約内容

：削除

もっと楽しむ

次の写真／前の写真を見る

❶ 画面を右にフリック

基本の操作・設定

❶ ホーム画面を左にスライ

❷ 画面を左にフリック

・前の写真を表示します。
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動画を撮る

❶ ホーム画面で
プ

をタッ

❷「動画」をタップしてカメ
ラモードを切り替えて、
をタップ
・動画撮影が開始されま
す。

❸ 撮影が終わったら

を
タップ
・動画が保存されます。

❹ 左下の丸い画像をタップ
・撮った動画を確認でき
ます。

動画を見る／削除する
ここではギャラリーから確認する手順を説明しています。

❶ ホーム画面を左にスライ

❷「画像」または「アルバム」

❺ 動画を再生します

❻ 動画を削除するには

ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「ギャ
ラリー」をタップ

をタップ

❸ 見たい動画をタップ

・動画が表示されます。

❹ 画面下部の「動画を再生」
をタップ

をタップ
・画面の指示に従って操
作し、
「ごみ箱に移動」を
タップすると削除でき
ます。
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用語集・マーク

写真や動画をメールで送る
撮影した写真や動画をメールに添付して送信できます。

❷

❺

❻ 連絡先を選択

❾「送信」をタップ

「OK」をタップ

（プレビュー縮小表示）を
タップ
・撮影した写真や動画が
表示されます。

をタップ

❸「auメール」をタップ

❹ 画像、動画が添付された

❼ 件名を入力

❽ 本文を入力

・
「LINE」や「＋メッセージ
（SMS）」を選択すること
もできます。

状態でメールの作成画面
が表示されます

基本の操作・設定

❶ 撮影画面で、左下の画像

基本の機能
便利な機能

をタップ
・連絡先一覧が表示され
ます。

もっと楽しむ
料金や契約内容
52
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メール
メールの使いかたを確認してみましょう。

メールの種類を確認しよう

メールの種類にはSMS（Cメール）、＋メッセージ、
auメール、Gmailなどがあります。
本書では「＋メッセージ（SMS）」アプリと「auメール」アプリの操作手順を説明しています。
操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。
SMS(Cメール）
電話番号を使ってメッセージをやり取りできます。auの電話番号だけでなく、他の携帯電話会社の電話番号を宛先に
してもメッセージが送れます。メッセージの送受信には「＋メッセージ（SMS)」アプリを使います。
＋メッセージ（プラスメッセージ）
＋メッセージを利用している同士であれば、電話番号でメッセージの他に写真や動画、スタンプも送れます。またグ
ループメッセージも送れます。
auメール
auメール(@au.com／@ezweb.ne.jp)のアドレスを利用してメールでのやり取りができます。
Gmail
Googleが提供するメールサービスです。Gmailの確認、送受信ができます。パソコンと同じようにメールの送受信や確
認を行えます。

＋メッセージ／SMS（Cメール）をはじめて使う
＋メッセージを使ってみましょう。＋メッセージを利用していない相手にも＋メッセージからSMS（Cメー
ル）を送ることができます。＋メッセージの初期設定をしましょう。

❶ ホーム画面を左にスライ

❷「次へ」をタップ

❸「次へ」をタップ

❹「許可」をタップ

「すべて同
❺ 内容を確認し、

❻ 使いかたの説明が表示さ

❼ プロフィールを入力し、

❽ ＋メッセージの画面が表

ドし、
「＋メッセージ
（SMS）」をタップ

意する」をタップ

れるので、
左にスライド
して読み進める

「OK」をタップ

・設定中画面が表示され、
しばらくすると手順❺
に進みます。

示されます
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用語集・マーク

＋メッセージ／SMS（Cメール）を送信する

基本の操作・設定

❶ ホーム画面を左にスライドし、

❷

❹ 連絡先を選択

❺ メッセージ入力欄をタップし、

「＋メッセージ（SMS）」をタップ

をタップ

❸「新しいメッセージ」をタップ

基本の機能

メッセージを入力

便利な機能

・ アイコンのついた連絡先に
は＋メッセージ形式で送信し
ます。その他の連絡先にはSMS
（Cメール）形式で送信します。

❻

をタップ
・メッセージが送信されます。

もっと楽しむ

宛先を直接入力する
❹の手順で連絡先を選択せずに、電話番号を直接入力したり、名前を入力したりして、連絡先を検索する
こともできます。
宛先入力欄をタップし、電話番号や名前を入力します。
名前を入力した場合は、検索結果から連絡先を選択します。

料金や契約内容
54
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＋メッセージ／SMS（Cメール）を読む、返信する

❶ ホーム画面を左にスライドし、

❷ ＋メッセージを確認する相手を

❸ メッセージが表示されます

❹ メッセージ入力欄をタップし、

❺

❻ メッセージが送信されます

「＋メッセージ（SMS）」をタップ

メッセージを入力

タップ
・未読のメッセージは赤い数字
で表示されます。

をタップ

55

GLOガイド.indd

55

2019/09/26

17:33:01

用語集・マーク

＋メッセージでスタンプや写真を送信する
SMS
（Cメール）ではスタンプや写真は送信できません。

基本の操作・設定

❶ メッセージ画面で

❷ スタンプの種類をタップ

❸ 送りたいスタンプをタップ

❹ スタンプが送信されます

❺

❻ 送りたい写真をタップ

❼ 画面に表示された写真に問題な

❽ 写真が送信されます

をタップ

・初回はスタンプのダウンロー
ドが必要です。

基本の機能
便利な機能

・確認画面が表示された場合は、
送りたいスタンプまたは、 を
タップします。

をタップ
・ が表示されていない場合
は、 をタップします。

もっと楽しむ
料金や契約内容

ければ

をタップ
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連絡先（電話帳）に登録する（QRコード）
＋メッセージ利用者同士であれば、＋メッセージ専用のQRコードを読み込むことで、連絡先（電話帳）に登録
できます。

❶ ホーム画面を左にスライドし、

❷

❹「QRコードで追加」をタップ

❺ 相手にQRコードを表示してもら

「＋メッセージ（SMS）」をタップ

をタップ

い、カメラをかざして読み取る
・自分のQRコードを表示するに
は をタップします。

❸

をタップ

❻「はい」をタップ

・確認画面が表示された場合は、
画面に従って操作します。

❼「保存」をタップ
57
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auメールを利用するには初期設定が必要です。初期設定を行うと、自動的にauメールアドレスが決まります。
機種変更した場合は、今までお使いのauメールアドレスがそのままお使いいただけます。

基本の操作・設定

❶ ホーム画面で

❷ 画面を上にスライ

❸ 画面を上にスライ

❹「次へ」をタップ

❺「許可」をタップ

❻「許可」をタップ

❼「許可」をタップ

❽「OK」をタップ

❾「許可」をタップ

 メールアドレスを

をタップ
・確認画面が表示
された場合は、画
面の指示に従っ
て操作してくだ
さい。

ドし、内容を確認
し、
「同意する」を
タップ

ドし、内容を確認
し、
「同意する」を
タップ

用語集・マーク

auメールをはじめて使う

基本の機能
便利な機能

確認し、
「閉じる」
をタップ

auメールのメニュー画面を表示する
メニュー画面からauメールアドレスの変更や迷惑メールの設定、アプリ操作ガイドの表示などができます。
もっと楽しむ

プ

をタッ

❷

をタップ

料金や契約内容

❶ ホーム画面で

❸ メニューをタップ
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auメールを送る

❶ ホーム画面で

❷「作成」をタップ

❸

❹ 連絡先を選択

❺ 件名入力欄をタップ

❻ 件名を入力

❼ 本文入力欄をタップ

❽ 本文を入力

❾「送信」をタップ

「OK」をタップ

プ

をタッ

をタップ
・連絡先一覧が表示され
ます。

新着メールを確認する
メールボックスの画面を下にスワイプします。
新着メールの問い合わせが行われている間は、赤枠内のアイコンが回
転します。
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用語集・マーク

auメールを読む／返信する

基本の操作・設定

❶ ホーム画面で

❷「受信」をタップ

❸ 読みたい／返信したい相手を

❹ 読みたい／返信したいメールを

❺ メールの詳細が表示されます

❻ 返信するには「返信・転送」をタッ

❼ 返信方法をタップ

「送信」を
❽ メールの本文を入力し、

❾「OK」をタップ

をタップ

・未読のメッセージは赤い数字
で表示されます。

タップ

基本の機能
便利な機能

タップ

プ

もっと楽しむ
料金や契約内容

タップ

60

GLOガイド.indd

60

2019/09/26

17:33:08

auメールで写真を送る

❶ ホーム画面で

❷「作成」をタップ

❸

❹ 連絡先を選択

❺ 件名入力欄をタップ

❻ 件名を入力

❼ 本文入力欄をタップ

❽ 本文を入力

❾「添付」をタップ

をタップ

をタップ
・連絡先一覧が表示されます。

・確認画面が表示された場合は、
画面の指示に従って操作して
ください。
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用語集・マーク

をタップ

�「ギャラリー」をタップ

基本の操作・設定



� 添付したい写真をタップ

基本の機能
便利な機能

「送信」をタップ

「OK」をタップ

auメールを削除する

もっと楽しむ

❶ 受信メール画面で「選択」
をタップ

❷ 削除したいメールをタッ

❸「削除」をタップ

❹「削除」をタップ
料金や契約内容

プし、チェックマークを
入れる
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迷惑メールの対策をする
迷惑メールを受信しないように設定しておきましょう。

❶ ホーム画面で
プ

をタッ

❺「オススメの設定はこち
ら」をタップ

❷

をタップ

❻「OK」をタップ

❸「アドレス変更/迷惑メー
ル設定」をタップ

❹「OK」をタップ

❼「戻る」をタップ

受信したいメールが届かない場合
差出人のメールアドレスによっては、迷惑メールの対策により、迷惑メールと誤解され、受信拒否されてしまうことがあります。そ
のときは、
「個別設定」の「受信リストに登録/アドレス帳受信設定をする」から、受信を許可するメールアドレスとして「必ず受信」
にチェックをつけて追加してください。
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用語集・マーク

LINE
LINEの使いかたを確認してみましょう。

LINEのアカウントを登録する

基本の操作・設定

❷「LINE」をタップ

❺「許可」をタップ

❻ 電話番号を入力し、

にスライドして、アプリ
一覧を表示し、左にフ
リック

❸「はじめる」をタップ

❹「次へ」をタップ

❼「OK」をタップ

❽「アカウントを新規登録」

� 友だち追加設定を確認

�「年齢確認をする」をタッ

基本の機能

❶ ホーム画面を上または下

を

・自動的に認証されるま
で、しばらく待ちます。

便利な機能

タップ

をタップ

もっと楽しむ

プ

をタッ

 パスワードを入力し、
をタップ

し、 をタップ
・友達の追加設定は必要
に応じて変更してくだ
さい。
（P.65
「ご注意」参
照）

プ

料金や契約内容

❾ 名前を登録し、

64
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「ログイン」をタップ

「次へ」をタップ

・au IDが未設定の場合
は、画面に従って設定し
てください。

「同意す
� 内容を確認し、

る」
「同意しない」のいず
れかをタップ

「OK」をタップ

・位置情報の提供につい
ての設定は、必要に応じ
て変更してください。
チェックマークをタッ
プすると選択を解除で
きます。
・位置情報の提供は任意
です。チェックマークを
外してもLINEは利用可
能です。

� 登録が完了しました
ご注意

「友だち自動追加」
「友だちへの追加を許可」の設定について

「友だち自動追加」はスマートフォンの連絡先(電話帳)に登録されている人がLINEを使用して
いる場合、自動でLINEの「友だち」に追加する機能です。
「友だちへの追加を許可」は、あなたの
電話番号を保有している他のLINEユーザーが、あなたを自動でLINEの「友だち」に追加したり、
検索したりできる機能です。
「友だち自動追加」
「友だちへの追加を許可」は初期状態でチェッ
クマークがついています。連絡先(電話帳)に登録している人すべてとLINEの「友だち」になりた
くない場合や、知らない間に他の人の「友だち」に追加されたくない場合は、チェックマークを
はずしてください。
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用語集・マーク

LINEでメッセージやスタンプ、写真を送る

❷「LINE」をタップ

❸「友だち」をタップ

❹ メッセージをやり取りす

❺「トーク」をタップ

❻ メッセージを入力

❼

❽ スタンプを送信する場合

❾ 送信したいスタンプを

 表示されたプレビューを

� 続けて写真を送る場合

にスライドして、アプリ
一覧を表示し、左にスラ
イド

・連絡できる友だちが表
示されます。

る相手をタップ

基本の操作・設定

❶ ホーム画面を上または下

基本の機能

は、 をタップして、
をタップ

� 送信したい写真の「〇」を
タップして選択

もっと楽しむ

再度タップすると、送信
されます

は、 をタップ

便利な機能

タップするとプレビュー
が表示されます

をタップ

料金や契約内容
66
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をタップ

 写真が送信されました

LINEで電話をする

❶「ホーム」をタップして、

LINEのホーム画面を表示
し、LINE電話をかけたい
友だちをタップ

❷「無料通話」をタップ

❸ 電話がかかります

❹ 電話を切るには
タップ

を

友だちを追加する（ふるふるを使う）
友だち追加したい携帯同士を近づけて、スマートフォンを振って友だちを登録できます。

❶「ホーム」をタップして、

LINEのホーム画面を表示
し、 をタップ

❷「ふるふる」をタップ

❸ 隣にいる友達と一緒に端
末をふる
・画面をタップしても動
作します。

❹ 友だちの名前が表示され
たらタップしてチェック
を入れ、
「追加」をタップ
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用語集・マーク

友だちを追加する（QRコードを使う）
QRコードをカメラで読み込んで友だちを登録します。

LINEのホーム画面を表示
し、 をタップ

❷「QRコード」をタップ

・確認画面が表示された
場合、画面の指示に従っ
て操作してください。

❸ QRコードリーダーで友だ
ちのQRコードを読み取る
・自分のQRコードを表示
するには、
「マイQRコー
ド」をタップします。

❹ 友だちの名前が表示され
たらタップしてチェック
を入れ、
「追加」をタップ

基本の機能

友だちをブロック／非表示にする

基本の操作・設定

❶「ホーム」をタップして、

※ ここではブロックする場合の画面を掲載しています。

便利な機能

❶「ホーム」をタップして、

LINEのホーム画面を表示
し、ブロック／非表示にす
る友だちをロングタッチ

❷「ブロック」または「非表
示」をタップ

❸「確認」をタップ

もっと楽しむ

友だちのブロック／非表示を解除する
※ ここではブロックを解除する場合の画面を掲載しています。

LINEのホーム画面を表示
し、 をタップ

GLOガイド.indd
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❷「友だち」をタップ

❸「非表示リスト」または

「ブロックリスト」をタッ
プ

❹ 解除したい友だちの「編

集」をタップし、
「再表示」
または「ブロック解除」を
タップ

2019/09/26

料金や契約内容

❶「ホーム」をタップして、
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イ ン タ ーネット
インターネットの使いかたを見てみましょう。

Webページを見る
ChromeでWebページを見る
ホーム画面で「Google」→「Chrome」を
タップしてもWebページを見ることが
できます。

※ Googleアカウントでのログイン画面や利
用規約の画面が表示された場合は、画面
に従って設定してください。

❶ ホーム画面で
プ

をタッ

❷ au Webポータルページが
表示されます

用 語 解 説
Chrome

クロームと読みます。Google社が提供するWebブラウザアプリです。ホームページの閲覧ができます。

検索する
検索したいことを入力してWebページを探します。検索結果からはブラウザアプリの「ブラウザ」を使用し
て、Webページを表示します。
・Googleアカウントでのログイン画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

❶ ホーム画面でクイック検
索ボックスをタップ

❷ 検索したいことを入力
し、
「OK」をタップ

❸ 検索結果が表示されるの
で、見たいページをタッ
プ

❹ Webページが表示されま
す
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プ

をタッ

❷ 音声認識画面が表示され
ます

❸ 検索したい文言を話す

・ここでは「えーゆー」と
話しています。

❹ 検索結果から見たいペー
ジをタップ

基本の操作・設定

❶ ホーム画面で

用語集・マーク

音声入力で検索する

ブックマークにお気に入りのWebページを登録する
お気に入りのWebサイトをブックマークに登録しておくと、次回からのアクセスが簡単になります。

ページを表示

❷

をタップ
・ が表示されていない
場合は、画面を下にスラ
イドすると表示されま
す。

便利な機能

❶ ブックマークしたいWeb

基本の機能

※ ここでは「ブラウザ」アプリを利用してWebページを表示した場合の手順を説明しています。

❸ ブックマークに登録され
ます
・ が

に変わります。

もっと楽しむ

ブックマークからWebページを表示する
※ ここでは「ブラウザ」アプリを利用してWebページを表示した場合の手順を説明しています。

をタップ

❷ 表示したいWebページの
ブックマークをタップ

料金や契約内容

❶ Webページを表示中に

❸ Webページが表示されま
す
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Chromeの機能
複数のWebページを切り替える（タブ）

❶ Webページを表示中に
をタップ

❷「新しいタブ」をタップ

❸ 新しいタブでWebページ
が表示されます

❹ タブを切り替えるには右
上の数字アイコンをタッ
プ

前に見たWebページを表示する

❶ Webページを表示中に
をタップ

❷「履歴」をタップ

❸ 表示したWebページの履
歴をタップ

Webページの文字サイズを変更する

❶ Webページを表示中に
をタップ

❷「設定」をタップ

❸「ユーザー補助機能」を
タップ

❹「テキストの拡大と縮小」
のバーを左右にドラッグ
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事前にGoogle IDの設定が必要です。Googleアシスタントに話しかけることで、電話をかけたり知りたいこと
を調べたりできます。
※ アカウントの設定状態によっては、確認画面が表示されることがあります。

初期設定をする

用語集・マーク

Goo g leアシスタントを使う

基本の操作・設定

❶

❷「使ってみる」をタップ

❸「次へ」をタップして、画

面を上にスライドし、
「有
効にする」をタップ
・確認画面が表示された
場合は、画面に従って操
作してください。

❹ 本製品に向かって「Ok

Google」と4回発声する
・声の登録をします。

基本の機能

（ホームボタン）をロ
ングタッチ

アシスタントを使う（「近くの駅」をさがす例）

便利な機能

©Google

（ホームボタン）をロ
ングタッチ、または「Ok
Google」と話しかける

❷「近くの駅」と話しかける

❸ 駅名をタップ

・駅の情報が表示されま
す。

❹

をタップして「行きか
たを教えて」と話しかけ
ると、駅までの経路やか
かる時間が表示されます

もっと楽しむ

❶

料金や契約内容
72
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天 気・ニ ュース
天気やニュースの見かたを確認しましょう。初回起動時は初期設定が必要です。
事前にau IDの設定が必要です（P.20）

天気を見る

❶ ホーム画面で
プ

をタッ

「OK」を
❷ 内容を確認し、
タップ

❸ 現在地の天気が設定さ

❹ ホーム画面の天気をタッ

❸ ニュースが表示されます

❹ 画面を左右にスライドす

れ、天気予報が表示され
ます
・
「地域」をタップすると、
地域を追加できます。

プすると天気予報を確認
できます
・複数の地域を設定した
場合は、天気を上下にフ
リックして表示を切り
替えます。

ニュースを見る

❶ ホーム画面を左にスライ
ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「ニュースパス」をタップ

「同意しま
❷ 内容を確認し、

す」をタップ
・利用規約やプッシュ通
知の受信などの確認画
面が表示された場合は、
画面の指示に従って操
作してください。

るとニュースのジャンル
を選択できます
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地図の使いかたを確認してみましょう。現在地や周辺のスポットを表示したり、行きたい場所の地
図を表示したりできます。目的地への経路や、所要時間を確認できます。

現在いる場所を調べる

用語集・マーク

地図
Googleアカウントを設定して、ログインするとより便利に使用できます（P.22)。

基本の操作・設定

❷ 現在地を中心とした地図
が表示されます

©Google

基本の機能

❶ ホーム画面で「Google」を
タップし、
「マップ」を
タップ

❸ 地図の上で指をピンチア
ウト／ピンチインすると
地図を拡大／縮小できま
す

位置情報をONに設定する

Google マップの機能を利用するため、位置情報をONに設定します。
便利な機能

ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「設定」
をタップ

❷「生体認証とセキュリ
ティ」をタップ

❸ 画面を上にスクロール
し、
「位置情報」
の
（OFF）
をタップ

❹「位置情報」が
なります

（ON）に

もっと楽しむ

❶ ホーム画面を左にスライ

料金や契約内容
74
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行きたい場所への行きかたを調べる

❶ ホーム画面で「Google」をタップ

❷「ここで検索できます」をタップ

❸ 目的地と目的地の情報が表示さ

❹ 目的地までの経路が表示されま

❺

❻ 電車／バスを選択した場合は、利

し、
「マップ」をタップ

す

し、目的地を入力→候補から選択
するか、 をタップして検索

／ ／ をタップすると、
自動車、電車／バス、徒歩での経
路を検索できます
・ をタップするとタクシーの
配車サービスを検索します。

れるので、
「経路」をタップ

用したいルートをタップすると、
乗換などの詳細が表示されます

出発／到着時刻を指定して調べる
電車／バスを選択した場合（手順❻の画面）は、
「出発時刻」をタップし、出発／到着時刻
を入力すると、入力した時刻でのルートを表示できます。
日にちや終電（終バス）を指定することもできます。

❼「開始」をタップすると、目的地ま
でのルート案内が開始されます
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用語集・マーク

QR コ ード

「SATCH」でQRコードを読み取る
「SATCH」を利用して、QRコードを読み込むことができます。

基本の操作・設定

❶ ホーム画面を左にスライ

❷「QR／バーコードを読み

取る」をタップ
・確認画面が表示された
場合、画面の指示に従っ
て操作してください。

❸ カメラをかざしてQR
コードを読み取り

❹「読み取りデータ」をタッ
プし、
表示されたURLを
タップ

基本の機能

ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「SATCH」をタップ
・確認画面が表示された
場合は、画面の指示に
従って操作してくださ
い。
・初回はアンケートの表
示があります。

便利な機能
もっと楽しむ
料金や契約内容
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アラーム
アラームの使いかたを確認しましょう。

アラームを登録する

例として、毎週月曜日から金曜日の朝7時に鳴動するアラームを設定しています。

❶ ホーム画面を左にスライ

ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「時計」
をタップ

❷「アラーム」をタップ

❸

❹ 時間と分をフリックまた

をタップ

はタップして入力
・繰り返す場合は曜日を
タップして選択します。

アラームの設定／解除
アラームの時間の右側の
／
を
タップして、アラームの設定／解除が
できます。

❺「保存」をタップ

❻ アラームが設定されまし
た
・タップすると詳細を確
認できます。

アラームを変更する

❶ 変更したいアラームを
タップ

❷ 変更したい項目をタップ
・ここでは時間を変更し
ています。

❸「保存」をタップ

❹ アラームが変更されまし
た。
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用語集・マーク

カ レ ン ダー
カレンダーの使いかたを確認しましょう。

予定を登録する

基本の操作・設定

❶ ホーム画面を左にスライ

❷ 新しい予定を登録するに
は

をタップ

❸ タイトルや日時などを登
録して「保存」をタップ
・予定が登録されます。

❹ カレンダーに、登録した
予定が表示されます

基本の機能

ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「カレ
ンダー」をタップ

予定を変更する
予定を削除する
予定の詳細表示画面で「削除」をタップし、
「削除」をタップしま
す。

便利な機能

❶ 変更したい予定が登録さ

❷ 変更したい項目をタップ

・タップした項目を編集
できます。内容を入力
し、
「保存」をタップしま
す。

もっと楽しむ

れた日をタップし、予定
をタップ
・登録した予定の詳細が
表示されます。

料金や契約内容
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メモ帳
メモ帳の使いかたを確認してみましょう。

メモを登録／変更する

❶ ホーム画面を左にスライ

❷ 右下の

❸「テキスト」をタップ

❹「タイトル」をタップし、

❺「メモ」をタップして、

❻ 完了したら「保存」を

❼ 内容を変更するには、

❽ 画面右上の鉛筆の

❸「削除」をタップ

❹「削除」をタップ

ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「Galaxy Notes」をタップ

メモを入力

をタップ
・確認画面が表示された
場合は、画面の指示に
従って操作してくださ
い。

タップ
・メモが保存されます。

登録済みのメモを
タップ

タイトルを入力

を
タップして、内容を変更
し、
「保存」をタップ

メモを削除する

❶ ホーム画面を左にスラ

イドして、
「よくつかう
フォルダ」をタップし、
「Galaxy Notes」をタッ
プ

❷ 削除したいメモをロン
グタッチ

・メモが削除されます。

79

GLOガイド.indd

79

2019/09/26

17:33:35

「au災害対策」アプリを利用する
「au災害対策」アプリでは、災害用伝言板への登録・確認や緊急速報メールの確認、災害用音声お届けサービス
も利用できます。ここでは災害用伝言板への登録と確認の手順を説明します。

用語集・マーク

a u 災 害 対策

災害用伝言板を使う
基本の操作・設定

❶ ホーム画面を左にスライ

❷「災害用伝言板」をタップ

❸ 災害用伝言板に登録する

には「登録」をタップ、登
録内容を見るには「確認」
をタップ

基本の機能

ドし、
「au災害対策」を
タップ
・利用規約や初期設定など
の確認画面が表示された
場合は、画面の指示に従っ
て操作してください。

災害用伝言板を確認する

❸

❶

❷ アドレス帳にない場合は、電話番号
を手動で入力します。
❸ 電話番号を手動で入力した場合に、
タップすると検索が開始されます。

便利な機能

❷

❶ 連絡先の選択画面が表示されます。
タップして検索できます。
・権限の確認画面が表示された場合
は、画面に従って操作してくださ
い。

登録リストが表示されるので、見たい日時をタップすると
メッセージが表示されます。

❶

❷

その他の災害対策
緊急速報メール
気象庁が配信する緊急地震速報や
津波警報、特別警報、国や地方公共
団体が配信する災害・避難情報を受
信できます。
災害用音声お届けサービス
震度6弱以上の地震など大きな災害
が発生し、電話がつながりにくく
なった場合に、音声をメッセージと
してお届けできます。
災害関連情報
災害関連情報では、自治体が配信し
た災害・避難情報の履歴や、災害情
報ポータル、社会貢献サイトなどを
閲覧できます。
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❸

❶ 登録したいメッセージを選択します。
メッセージは複数選択できます。
❷ 自分でコメントを入力します。
❸ メッセージの選択やコメントの入力
が完了したらタップします。登録内
容が表示されるので、
「はい」をタッ
プします。

もっと楽しむ

災害用伝言板に登録する
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a u サ ー ビスをもっと楽しむ
もっとスマートフォンを楽しむ方法をご紹介します。

auスマートパスを使う
「auスマートパスプレミアム」／「auスマートパス」を最大限活用するためのアプリです。お得で、楽しく、安心
なスマホライフを提供します。
・ご利用には「auスマートパスプレミアム」または「auスマートパス」へのご加入が必要です（月額情報料がか
かります）。
・事前にau IDの設定が必要です（P.20）。

❶ ホーム画面を左にスライ

ドし、
「auスマートパス」
をタップ

❷「OK」をタップ

・利用規約などの確認画
面が表示された場合は、
画面の指示に従って操
作してください。

❸ 画面の指示に従って初期
設定をする
・初期設定はスキップす
ることも可能です。

おすすめアプリを見る
auがおすすめするアプリをインストールできます。
・事前にau IDの設定が必要です（P.20）。

❶ ホーム画面を左にスライ

ドして、
「よくつかうフォ
ルダ」をタップし、
「設定」
をタップ

❷「au設定メニュー」をタッ
プ

❸「おすすめアプリ一覧」を
タップ

❹ auがおすすめする

アプリが表示されます
・
「インストール」をタッ
プするとアプリをイン
ストールします。
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あなたの好みに合わせた情報（ニュース・天気・動画・書籍・ショッピング情報など）を、生活リズムやスマート
フォンの使いかたにあわせてご提案します。
◎ご利用には設定が必要です。
＜手順＞ホーム画面を左にスライド→「よくつかうフォルダ」→「設定」→「au設定メニュー」→「パーソナル・
スクリーン」→「有効にする」の画面右端の をタップして、 表示にします。

昼

夜

基本の操作・設定

朝

基本の機能

❶ 画面右端に表示されるタ

ブを左にスワイプ
・利用規約が表示された
場合は内容を確認し、画
面の指示に従って操作
してください。

用語集・マーク

パーソナル・スクリーンについて

天気

動画

レシピ

便利な機能
もっと楽しむ
料金や契約内容
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Galax y を楽しむ

83
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4D Theater
このバ ーチャルリアリティツアーでは、

をお試しいただけます。

これまでになかった新しい 機 能で写 真を撮ったり、

用語集・マーク

Hands-on Lounge
最新 の

の 革 新 的な技 術を最 大 限に活 用し、
体 験したことのない 4D の 世 界 へと導きます。

Mission to Space

Cafe （有料）

基本の操作・設定

落書きをしたりしてみてください。

2 階 のカフェコー ナーには
オリジ ナル のエクレアやドリンクをご 用 意 。

バ ーチャルリアリティによって月に触れることができます。

テラスで心と体をリフレッシュするのもおすすめです。

基本の機能

月面を歩 いた人はわずか 12 人しかいませ ん 。
さあ、次はあなたの 番です。ミッション・トゥ・スペ ースでは

便利な機能
もっと楽しむ
料金や契約内容
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Galaxy Members
充実のサポートサービスはもちろん、

を使いこなすための

コンテンツのほか、ユーザー限定の特典やイベントのご案内も！
仲間が集うコミュニティまで備えた、
ユーザーのための公式アプリです。

Members限定コンテンツ

専門スタッフによるQ&A相談

最新ニュースや便利

“

の調子がちょっと…”

な 使 い 方 、特 別 イ ベ ントへ の

そ んな時は専 門スタッフに直 接

招待のご案内など、さまざまな

ご連絡を。あらかじめ用意された

コンテンツを公開。

FA Q からトラ ブ ル を 解 決 す る
こともできます。

※ Galaxy Members のご利用には、無料で作成できるGalaxy アカウントが必要です。※端末にプリインストールされているGalaxy Members のアプリ＊か
＊Galaxy S8 | S8+ 以降の全端末にプリインストール
らすぐにご利用いただけます。
（ 一部の機能を使用する場合 Galaxy アカウントが必要となります）

ユーザー限定のオトクなキャ

ンペーン実施中！特典プレゼントのチャ
ンスは毎月 9 日・19 日・29 日の 3 回。

どうぞご期待ください！
※ 2019 年 9 月現在の情報です。
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M y auから確認する

料金や契約状況を確認するMy auをご紹介します。
My auでは、各種ご契約情報の確認・お手続きをご利用できます。毎月のご請求額、保有ポイント数、日々の
データ通信料や、あなただけに向けたおトクなお知らせなどを見ることができます。

用語集・マーク

料金やデータ通信料を確認する

基本の操作・設定

「My au」をタップ

基本の機能

❶ ホーム画面を左にスライドし、

❷ 現在のご利用状況が表示されま
す
・実際の画面とは異なる場合が
あります。

初期設定について
初回起動時の設定方法、主な使いかたは、以下のURLをChromeで入力するか、QRコードを読み取ってご確認ください。
便利な機能

https://www.au.com/support/faq/view.k1206110004/

もっと楽しむ
料金や契約内容
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お客さまセンター
■総合案内（通話料無料）受付時間 9:00～20:00（年中無休）

● 一般電話からは：

0077-7-111 ● au電話からは：局番なしの157番

※上記の番号がご利用になれない場合、
下記の番号にお電話ください。
（無料）

0120-977-033（沖縄を除く地域）

0120-977-699（沖縄）

■盗難・紛失（通話料無料）受付時間 24時間（年中無休）

● 一般電話からは：

0077-7-113 ● au電話からは：局番なしの113番

※上記の番号がご利用になれない場合、
下記の番号にお電話ください。
（無料）

0120-925-314

故障紛失サポートセンター
■紛失・盗難・故障（通話料無料）受付時間 9:00～20:00（年中無休）

一般電話／au電話から：

0120-925-919

◎「Galaxy」は、Samsung Electronics Co.,Ltd.の商標または登録商標です。
「Google Chrome」、
「Google Play」、
「Android」、
「YouTube」は、Google LLCの商標または登録商標です。
◎「Google」、
◎「Wi-Fi®」はWi-Fi Allianceの登録商標です。
◎「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。
◎「QRコード®」は、株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。
◎「Bluetooth ®」は、Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。
◎「microSD」は、SD-3C,LLC の商標です。
◎その他、本書に記載されている会社名、商品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。

本書について
◎本書の記載は2019年9月現在のものです。◎製品仕様およびサービス内容は、予告無く変更することがあります。◎印刷のため掲載の商品写真に関しては、色
等実物と若干異なる場合があります。◎商品写真および画面はイメージです。◎収録内容の無断転写・複製・引用は禁じます。

製造元

Samsung Electronics Co., Ltd.
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