
Galaxy S7 edge SCV33   
(Marshmallow to Nougat) 

 

Android7.0 OSアップデートにおける 
主な機能追加・変更/削除/初期化項目について 
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 OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧 

No. 項目 内容 
説明

ページ 

1 「設定」メニューの変更 
設定メニューが、より使いやすい構成に変更され
ます。 

22 

2 
端末のメンテナンス： 
メニュー変更、機能追加 

アップデート前の「スマートマネージャー」が、
「端末のメンテナンス」に名称変更され、デザイ
ンも変更されます。新たな機能も追加され、より
使いやすくなります。 

25 

3 
端末のメンテナンス： 
「パフォーマンスモード」機能の
追加 

「パフォーマンスモード」が追加され、バッテ
リー消費量に関連する機能のON/OFFが1画面で
簡単に設定できるようになります。用途に応じて、
「ゲーム」「エンターテイメント」「高パフォー
マンス」から、ご希望のオプションを選択するこ
とも可能です。 

26 

4 
端末のメンテナンス： 
「バッテリー」機能の追加・変更 

アップデート前後で「省電力」のモード各が変更
となります。 
また、アップデート前の「アプリを省電力化」は、
「アプリのバッテリーモニター」に集約されます。 

27 

5 
端末のメンテナンス： 
「ストレージ」機能の配置変更 

「ストレージ」配下の各機能配置が変更となりま
す。 

29 
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 OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

6 アプリ名称の変更 
アップデート後、一部アプリの名称が変更となりま
す。 

30 

7 「ダイヤル」機能の変更 
アップデート前の「お気に入り」のデータは、連絡
先タブ内の「お気に入り」に移動します。 

31 

8 
通知パネルから実行できる 
機能の追加 

SMSの着信通知情報から、直接返信が行えるように
なります。 
SMSアプリに移動せず、通知パネルの情報からその
まま返信が可能です。 

32 

9 「ステータスバー」機能の追加 
「最新通知のみ表示」機能が追加になり、ステータ
スバーに表示される通知アイコンの数を最新通知の
３件のみに限定できるようになります。 

33 

10 「データセーバー」機能の追加 

データ通信量を抑える機能「データセーバー」が追
加されました。 
アプリがバックグラウンドで行うデータ送受信を制
限する事でデータ通信量を抑制できます。アップ
デート後の初期値はOFFです。 

34 
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 OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

11 
「マルチウィンドウ」機能の 
追加・変更  

２つのアプリや機能を同時に表示できる「マルチ
ウィンドウ」機能がより使いやすくなります。 

35 

12 Always On Display 画面の変更  
Always On Display画面に通知（アイコン）が
表示されるようになります。アイコンをダブルク
リックすると、通知表示のアプリに移動します。 

38 

13 「クイック設定」機能の画面変更 
「ディスプレイの明るさ」の設定が１階層→２階
層へ移動になります。 

39 

14 「アプリの通知」機能の追加・変更 

「通知の鳴動とポップをブロック」機能が追加に
なり、通知時のサウンドやバイブの使用、および
ホーム画面上部に表示するポップアップを選択
（ON/OFF）できるようになります。 

40 

15 フォルダのデザイン変更 

各フォルダを開いた際、1画面に表示できるアプ
リの数が９つとなりました。１つのフォルダに９
つ以上のアプリが入っている場合は、横スライド
することで、全てのアプリを確認することができ
ます。 

41 
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 OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

16 「Always On Display」機能の追加 
「Always On Display」のカスタマイズ機能
が改善され、より自分好みにカスタマイズでき
るようになります。 

42 

17 「ディスプレイ」機能の追加 
「ブルーライトフィルター」が追加になり、ブ
ルーライトの量を制限し、眼精疲労を軽減する
ことができるようになります。 

43 

18 
「[通知をミュート中]のお知らせ」 
 機能の追加 

「 [通知をミュート中]のお知らせ」機能が追
加になり、通知がミュート中でもポップアップ
またはLEDインジケータでお知らせできるよう
になります。 

44 

19 「Galaxy Pass」機能の追加 
「Galaxy PASS」機能が追加になり、生体認
証でWebサイトにアクセスすることができ、複
雑なパスワードを覚える必要がなくなります。 

45 

20 連絡先「共有」機能の追加 
「共有」機能が追加になり、連絡先をvCardま
たはテキストでデータを共有できるようになり
ます。 

46 

5 



 OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

21 「カメラ」機能の変更 
・「フィルター」の配置場所が変更されます。 
・In/Outカメラの切り替え方法が変更されます。 

47 

22 「ギャラリー」機能の変更 
アップデート前の「イベント」は、アップデート後
「ストーリー」に名称が変更されます。 

50 

23 
「Amazon Assistant 」機能の
追加 

「 Amazon Assistant 」機能が追加になり、特
定サイトでamazonで取り扱っている商品を閲覧
中に、この商品がいくらで販売されているか、ポッ
プアップで通知できるようになります。 

53 

24 「ブラウザ」機能の変更 
「動画アシスタント」が追加になり、ブラウザで動
画を再生中に、動画アシスタントアイコンから動画
モードを素早く簡単に変更できるようになります。 

54 

25 
「マーケティング情報」の配置
変更 

「マーケティング情報」が、「設定」アプリ＞一般
管理に配置変更となります。 

57 

26 「ユーザー補助」機能の変更 
「文字サイズ」の設定機能が、設定＞ユーザー補助
＞視覚の「画面のズームとフォント」に統合されま
す。 

58 
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 OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

27 「片手モード」の機能追加 
画面表示サイズの縮小方法に、ジェスチャー
が追加され、より使いやすくなります。 

59 

28 「ビデオエンハンサー」機能の追加 
「ビデオエンハンサー」機能が追加になり、
動画の画質を向上させることで、より明るく
鮮明な色を楽しめるようになります。 

60 

29 「Direct Share」機能の追加 

「 Direct Share 」機能が追加になります。 
Samsungのアプリ(Eメール、Messenger)
又は3rd partyアプリ(Whatsapp, InBox
等)で発信の履歴がある場合、メモ、イメージ
等直接共有することができます。 

61 

30 「安全な起動」機能の追加 
「安全な起動」機能が追加になり、端末の紛
失・盗難にあった場合に、勝手に端末を操作
できないよう設定できるようになります。 

62 

31 「Galaxyクラウド」機能の追加 

「Galaxyクラウド」機能が追加になり、端末
のデータをバックアップおよび復元できるよ
うになります。データを複数のデバイスと同
期することもできます。 

63 
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 OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

32 「クイック接続」の配置変更 「クイック接続」への導線が変更されます。 64 

33 「スマートステイ」機能の配置変更 「スマートステイ」が配置変更されます。 65 

34 「テキスト読み上げ」機能の配置変更 「テキスト読み上げ」が配置変更されます。 66 

35 「電話番号」の配置変更 「電話番号」が配置変更されます。 67 

36 
アイコンデザインのカスタマイズ機能
追加 

アイコンのカスタマイズ機能が追加になり、
自分好みのデザインすることができるよう
になります。 
設定方法：「設定」アプリ ⇒ 壁紙とテーマ 
⇒ アイコン      

- 

37 「BLUETOOTH制御履歴」機能の追加 

「BLUETOOTH制御履歴」機能が追加にな
り、BluetoothをONまたはOFFにしたア
プリを表示できるようになります。 
設定方法：「設定」アプリ ⇒ 接続 ⇒ 
Bluetooth  

- 

38 「全てのアプリ」機能の追加 

「全てのアプリ」機能が追加になり、通知
受信のON/OFFを一括設定できるようにな
ります。 
設定方法：「設定」アプリ ⇒ 通知     

- 
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 OSアップデートによる主な機能追加・変更内容一覧 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

39 「通話設定」機能の追加 

通話設定に下記機能が追加になります。 
• 発信者情報を表示 
• 着信音とキーパット音 
• 通話を録音 
 
＜設定方法＞「ダイヤル」アプリ ⇒  ⇒ 設定  

- 

40 HDR動画再生対応 
HDR動画再生に対応します。 
※ 現時点の対応コンテンツは、Amazonプライム

ビデオのHDRコンテンツとなります。 
- 
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OSアップデートによる設定削除項目 (1) 

OSアップデート後、次の機能が削除されます。  

※ 項目名はOSアップデート前の項目名です。(OSアップデート後と多少異なる場合がございます。) 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

1 時計 
「時計」アプリ＞アラーム＞オプション内の「ステップアッ
プ音量」が削除されます。 

- 

2 カメラ 
「カメラ」アプリ＞カメラ設定内の「Rawファイルとして保
存」が削除されます。 

- 

3 カメラ 
「カメラ」アプリ＞右スワイプ＞プロ内の「カスタム」が削
除されます。 

- 

4 Eメール 
「Eメール」アプリ＞受信トレイ＞その他内の「フォルダを
表示/非表示」が削除されます。 

- 

5 マイファイル 
「マイファイル」アプリ＞システムメモリ(本体)＞任意の
フォルダ＞その他＞ショートカットを追加で作成したフォル
ダは削除されます。 

- 

6 ボイスレコーダー 
「ボイスレコーダー」アプリ＞音声ファイル＞その他内の
「スピーカーホンをOFF」が削除されます。 

- 
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OSアップデートによる設定削除項目 (2) 

OSアップデート後、次の機能が削除されます。  

※ 項目名はOSアップデート前の項目名です。(OSアップデート後と多少異なる場合がございます。) 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

7 設定 「設定」アプリ内のクイック設定が削除されます。 (22) 

8 データ使用量 
「設定」アプリ＞データ使用量内の「バックグラウンド
データ」が削除されます。 

- 

9 スマートマネージャー 
「設定」アプリ＞スマートマネージャー＞その他内の「通
知設定」、「自動再起動」が削除されます。 

- 

10 スマートマネージャー 

「設定」アプリ＞スマートマネージャー＞バッテリー＞省
電力モード内の「省電力モードを開始」、「全てのバック
グランドデータを制限」が削除されます。 
※「省電力モード」は、アップデート後、設定＞端末のメ
ンテナンス＞バッテリー＞省電力モード内の「標準」に集
約されます。 

(27) 
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OSアップデートによる設定削除項目 (3) 

OSアップデート後、次の機能が削除されます。  

※ 項目名はOSアップデート前の項目名です。(OSアップデート後と多少異なる場合がございます。) 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

11 スマートマネージャー 

「設定」アプリ＞スマートマネージャー＞バッテリー＞ア
プリを省電力化の詳細＞その他内の「自動省電力化するま
での期間を選択」が削除されます。 
※「アプリを省電力化の詳細」は、アップデート後、設定

＞端末のメンテナンス＞バッテリー内の「アプリのバッ
テリーモニター」に集約されます。 

(27) 

12 ディスプレイ 

「設定」アプリ＞ディスプレイ内の「画面サイズ」が削除
されます。 
※アップデート後は、設定＞ユーザー補助＞視覚の「画面

のズームとフォント」から変更ができます。 

(58) 

13 ディスプレイ 
「設定」アプリ＞ディスプレイ＞スクリーンセーバー＞そ
の他内の「使用するタイミングを選択」が削除されます。 

- 

14 高度な機能 
「設定」アプリ＞高度な機能＞ゲーム＞Game Tools内の
「録画」が削除されます。 

- 
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OSアップデートによる設定削除項目 (4) 

OSアップデート後、次の機能が削除されます。  

※ 項目名はOSアップデート前の項目名です。(OSアップデート後と多少異なる場合がございます。) 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

15 高度な機能 

「設定」アプリ＞高度な機能＞片手操作内の「画面サ
イズの縮小」が削除されます。 
※アップデート後は、高度な機能＞片手モード＞

「ジェスチャー」または「ボタン」をご利用ください。 

(59) 

16 高度な機能 
「設定」アプリ＞高度な機能＞片手操作内の「片手入
力」が削除されます。 

(59) 

17 ロック画面とセキュリティ 

「設定」アプリ＞ロック画面とセキュリティ＞指紋認
証内の「Webサインイン」が削除されます。 
※アップデート後は「Galaxy Pass」をご利用くださ

い。 

(45) 

18 ロック画面とセキュリティ 
「設定」アプリ＞ロック画面とセキュリティ＞端末リ
モート追跡サービス内の「SIM変更アラート」が削除
されます。 

- 

19 ユーザー補助 
「設定」アプリ＞ユーザー補助内の「auシェアリン
ク」が削除されます。 

- 

13 



OSアップデートによる設定削除項目 (5) 

OSアップデート後、次の機能が削除されます。  

※ 項目名はOSアップデート前の項目名です。(OSアップデート後と多少異なる場合がございます。) 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

20 端末情報 
「設定」アプリ＞端末情報＞ソフトウェアの更新予
約内の「毎日インストール」が削除されます。 

- 

21 
「スクリーンショットシェア」
アプリの一部機能削除 

「スクリーンショットシェア」アプリの以下機能が
削除されます。 
 
＜削除される機能＞ 
① 画面スワイプでのスクリーンショットが削除と

なります。アップデート後は、類似機能の「ス
ワイプキャプチャ」または「電源」キーと
「ホーム」キーを同時長押しでご利用ください。 
 
<スワイプキャプチャの設定方法> 
「設定」アプリ > 「高度な機能」 > 「スワイ
プキャプチャ」をON 
 

② ホーム画面＞アプリ一覧＞auフォルダ ＞「ス
クリーンショットシェア」アプリ内の「通知設
定」「スクリーンショット設定」「スライド位
置設定」「バイブ設定」が削除されます。 

- 
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OSアップデートによる設定削除項目 (6) 

OSアップデート後、次の機能が削除されます。  

※ 項目名はOSアップデート前の項目名です。(OSアップデート後と多少異なる場合がございます。) 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

22 
GLOBAL 
PASSPORT  
アプリ 

OSアップデート後、左記のアプリは削除となります。 
※2016年8月以降更新は終了しておりますが、一度でもアプリ

をアップデートされている場合は、アプリバージョン問わず、
OSアップデート後も削除されません。 

※サポート終了に伴いau Marketからのダウンロード提供も
2016年8月より終了しております。今後は「世界データ定
額」アプリをご利用ください。 

- 

23 
NFCタグリーダー
アプリ 

OSアップデート後、左記のアプリは削除となります。 
※Android7.0のサポートには対応しておりませんが、一度でも

アプリをアップデートされている場合は、アプリバージョン問
わず、OSアップデート後も削除されません。 

※アップデート後に同機能をご利用される場合は、お手数です
がご自身で判断のうえPlayストア(Google play)から類似ア
プリのダウンロードをお願いいたします。 

- 
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OSアップデートによる設定初期化項目 (1) 

OSアップデート後、次の設定は引き継がれませんのでご注意ください。 
お手数ですが、 必要に応じて再設定をお願いいたします。  

※ 項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。) 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

1 
カレンダー 
※アップデート前は 
「Sプランナー」 

「カレンダー」の「表示形式」が「月」形式になります。 
設定方法：「カレンダー」アプリ＞表示形式 

- 

2 
カレンダー 
※アップデート前は 
「Sプランナー」 

「カレンダー」の「通知音」が「On Time」になります。 
設定方法：「カレンダー」アプリ＞画面右上のアイコン＞
設定＞通知 

- 

3 カメラ 
「カメラ」の「タイマー」が「OFF」になります。 
設定方法：「カメラ」アプリ＞設定＞タイマー 

- 

4 カメラ 
「カメラ」の「写真を3枚撮影」が「OFF」になります。 
設定方法：「カメラ」アプリ＞設定＞タイマー＞写真を3
枚撮影 

- 

5 カメラ 
「カメラ」の「HDR」が「Auto」になります。 
設定方法：「カメラ」アプリ＞HDRアイコン 

- 
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OSアップデートによる設定初期化項目 (2) 

OSアップデート後、次の設定は引き継がれませんのでご注意ください。 
お手数ですが、 必要に応じて再設定をお願いいたします。  

※ 項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。) 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

6 Eメール 
「Eメール」の「並び替え」が「日付(新しい順)」になります。 
設定方法：「Eメール」アプリ＞並び替え 

- 

7 Always On Display 

「Always On Display」の「表示するコンテンツ」が「時
計」になります。 
設定方法：「設定」アプリ＞ディスプレイとホーム画面＞
Always On Display＞レイアウト＞表示するコンテンツ 

- 

8 Always On Display 

「Always On Display」の「表示するコンテンツ」の各モー
ド(時計、カレンダー、画像)の各画像は1st画像に初期化され
ます。 
設定方法：「設定」アプリ＞ディスプレイとホーム画面＞
Always On Display＞レイアウト＞表示するコンテンツ 

- 
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OSアップデートによる設定初期化項目 (3) 

OSアップデート後、次の設定は引き継がれませんのでご注意ください。 
お手数ですが、 必要に応じて再設定をお願いいたします。  

※ 項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。) 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

9 ナイトクロック 
「ナイトクロック」の「開始時間」と「終了時間」が「午後
9:00」と「午前7:00」になります。 
設定方法：「設定」アプリ＞ディスプレイ＞ナイトクロック 

- 

10 ナイトクロック 

「ナイトクロック」の「ナイトクロック位置」が「右側」に
なります。 
設定方法：「設定」アプリ＞ディスプレイ＞ナイトクロック
＞ナイトロックの位置 

- 

11 壁紙 

「壁紙」の「ロック画面」の種類がデフォルト画像になりま
す。 
※ギャラリーから壁紙を設定している場合は初期化されませ

ん。 
設定方法：「設定」アプリ＞壁紙とテーマ 

- 
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OSアップデートによる設定初期化項目 (4) 

OSアップデート後、次の設定は引き継がれませんのでご注意ください。 
お手数ですが、 必要に応じて再設定をお願いいたします。  

※ 項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。) 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

12 使用履歴へのアクセス 

「使用履歴へのアクセス」の「Google Playストア」、
「Google Play開発者サービス」、「Knox」が「ON」に
なります。 
設定方法：「設定」アプリ＞ロック画面とセキュリティ＞そ
の他のセキュリティ設定＞使用履歴へのアクセス 

- 

13 キーボードを管理 

「キーボードを管理」の「Google音声入力」が「ON」に
なります。 
設定方法：「設定」アプリ＞一般管理＞言語とキーボード＞
仮想キーボード＞キーボードを管理＞Google音声入力 

- 

14 フリック入力 

「フリック入力」の「フリック感度(低⇔高)」が「中」にな
ります。 
設定方法：「設定」アプリ＞一般管理＞言語とキーボード＞
仮想キーボード＞Galaxy日本語キーボード＞フリック入力
＞フリック感度(低⇔高) 

- 
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OSアップデートによる設定初期化項目 (5) 

OSアップデート後、次の設定は引き継がれませんのでご注意ください。 
お手数ですが、 必要に応じて再設定をお願いいたします。  

※ 項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。) 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

15 ディスプレイ 

「ディスプレイ」の「アイコンのフレーム」が 
「フレーム付きアイコン」になります。 
設定方法：「設定」アプリ＞ディスプレイ＞アイコンのフレーム 
 
→ アップデート後、一部アプリのアイコンデザインが「フレーム付き

アイコン」になります。「アイコンのみ」に設定される場合は、
「設定」アプリ＞ディスプレイ＞アイコンのフレームから「アイコ
ンのみ」に変更ください。 
 

※ 本対応は、通常版Galaxy S7 edge SCV33のみの対応です。
Injustice/Olympic Games Editio版は、アップデート前にご利
用されていたアイコンデザインが引き継がれます。 

- 
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OSアップデートによる設定初期化項目 (6) 

OSアップデート後、次の設定は引き継がれませんのでご注意ください。 
お手数ですが、 必要に応じて再設定をお願いいたします。  

※ 項目名はOSアップデート後の項目名です。(OSアップデート前と多少異なる場合がございます。) 

No. 項目 内容 
説明 

ページ 

16 連絡先 

「連絡先」の「詳細画面のタイプ」が「au連絡先の詳細」になります。 
設定方法：「連絡先」アプリ＞  ＞設定＞詳細画面のタイプ 
 
→ OSアップデート後、連絡先に登録している相手から、複数回発着

信があった場合、 過去の発着信日時の履歴（複数）が表示されま
せん。（※） 

 
発着信時間を表示されたい場合は、以下手順で「詳細画面のタイプ」
を「Galaxy連絡先の詳細」に変更ください。 
＜手順＞  
「ダイヤル」アプリ＞右上のメニュー表示ボタン＞設定＞詳細画面の
タイプ で「au連絡先の詳細」を「Galaxy連絡先の詳細」に変更 
 
※連絡先に登録していない相手からの複数回発着信履歴は表示されま
す。 

- 
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1. 設定メニューの変更(1/３)  

設定メニューが、より使いやすい構成に変更されます。 
① 各設定項目名の下に、各項目で利用・設定できる機能が表示されます。 
② どの階層からも機能名検索ができるようになります。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ 

※ アップデート後、設定メニュー上部の「クイック設定」     の
表示がなくなります。 

（※） 

Android™ 7.0（更新後） Android™ 6.0（従来） 

② ① 
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1. 設定メニューの変更(2/3)  

Android™ 7.0（更新後） Android™ 6.0（従来） 

 接続 
アップデート前の Wi-Fi、Bluetooth、機内モード、
テザリング、データ使用量、NFCおサイフケータイ、
その他の接続設定、プライバシーと安全＞位置情報 
が統合されます。 

 サウンドとバイブ 
アップデート前の サウンドとバイブ、通知をミュー
ト が統合されます。 

 ディスプレイ 
アップデート前の ディスプレイ、エッジスクリーン、
ホーム画面 が統合されます。 

 端末のメンテナンス 
アップデート前の スマートマネージャー、バッテ
リー、ストレージ が統合されます。 
 
※詳細は、25～29ページをご覧ください。 

③ 一部の設定項目の配置、名称が変わります。 
※ アップデート前に利用されていた機能が見つけられない場合は、画面右上の  マークより 
 「機能名検索」をご利用ください。 
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1. 設定メニューの変更(３/3)  

③ 一部の設定項目の配置、名称が変わります。 
※ アップデート前に利用されていた機能が見つけられない場合は、画面右上の   マークより 
 「機能名検索」をご利用ください。 

24 

Android™ 7.0（更新後） Android™ 6.0（従来） 

※ 「プライバシーと安全」は削除されますが、配

下の各機能は以下の設定項目に統合されます。 
 
- 位置情報 → 接続 

- アプリの権限 → アプリ 

- プライベートモード → ロック画面とセキュリティ 

- 診断情報を報告 → 一般管理 

- SOSメッセージを送信 → 高度な機能 

 壁紙とテーマ 
アップデート前の 壁紙、テーマが統合が統合されます。 

 端末とメンテナンス ※前のページをご覧ください。 

 クラウドとアカウント 
アップデート前の アカウント、バックアップとリセット＞
バックアップ が統合されます。 

 一般管理 
アップデート前の 言語とキーボード、日付と時刻、バック
アップとリセットの「リセット」 が統合されます。 
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2. 端末のメンテナンス：メニュー変更・機能追加 

アップデート前の「スマートマネージャー」が、「端末のメンテナンス」に名称変更され、
新たな機能（※）も加わり、より使いやすくなります。 
※ 新たな機能「パフォーマンスモード」については、次ページをご覧ください。 

Android™ 7.0（更新後） Android™ 6.0（更新） 

＜設定方法＞ 
設定アプリ ⇒ 端末のメンテナンス 

 その他の便利機能 
① ホーム画面に「端末のメンテナンス」の

ショートカットが作成できるようになりま
す。 

 
② エッジスクリーンに「端末のメンテナン

ス」が追加され、エッジスクリーンから簡
単に「端末のメンテナンス」に移動できる
ようになります。 

 ＜設定方法＞ 
エッジパネルをドラッグ⇒設定   ⇒
エッジパネル内の「端末のメンテナンス」
をON 

拡大 

① 

25 



3. 端末のメンテナンス：「パフォーマンスモード」機能の追加 

「パフォーマンスモード」が追加され、バッテリー消費量に影響のある機能（※）の
ON/OFFが1画面で簡単に設定できるようになります。用途に応じて、「ゲーム」「エン
ターテイメント」「高パフォーマンス」から、ご希望のオプションを選択することも可能で
す。 
※ 画面の解像度、ビデオエンハンサー、UHQアップスケーラー、Game Launcher、Game Tools 

 
Android™ 7.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 端末のメンテナンス ⇒ パフォーマンスモード       

 補足 

• アップデート後、新たにON/OFF設定ができるよう

になる機能は「画面の解像度」です。（HD／FHD／

WQHD） 

• それ以外の機能は、アップデート前からON/OFF設

定が可能です。 

※ アップデート前の配置 

 UHQアップスケーラー 

設定＞サウンドとバイブ＞音質とエフェクト 

 Game Launcher 

 設定＞高度な機能＞ゲーム 

 Game Tools 

設定＞高度な機能＞ゲーム 
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4. 端末のメンテナンス：「バッテリー」機能の追加・変更（1/2） 

アップデート前後で「省電力」のモード名が変更となります。 
また、アップデート前の「アプリを省電力化」は、「アプリのバッテリーモニター」に 
集約されます。※「アプリのバッテリーモニター」の詳細は次ページをご覧ください。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 端末のメンテナンス ⇒ バッテリー       

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ スマートマネージャー ⇒ バッテリー       

Android™ 6.0（更新） Android™ 7.0（更新後） 

 『省電力モード』名称変更 

- 「省電力モード」 →「標準」 

- 「ウルトラ省電力モード」→「最大」 

※ アップデート前の「パーセンテージをステータスバーに表示」「急速ケーブル充電」は、 

  アップデート後、設定＞端末のメンテナンス＞バッテリー＞  ＞詳細設定内に配置変更されます。 
27 



4. 端末のメンテナンス：「バッテリー」機能の追加・変更（2/2） 

「アプリのバッテリーモニター」機能が追加となり、バックグラウンドでバッテリーを 
使用しているアプリを検出し、そのアプリをスリープ状態にすることで、バッテリーを 
長持ちさせることができるようになります。※アップデート後の初期値はOFFです。 
※ スリープ状態のアプリは、更新や通知を受信できなくなりますので、更新や通知の常時受信を希

望される場合は、「監視対象外のアプリ」で、スリープ状態にしないアプリを設定することをお
すすめします。 

 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 端末のメンテナンス ⇒ バッテリー       

Android™ 7.0（更新後） 

＜監視対象外のアプリ 設定方法＞ 

※「ビデオパス」アプリは。デフォルトで監視対象外となっ

ています。（変更不可） 

端末に表示される対象アプリを選択すると「省電力化」ボタンが活性化され、「省電力化」ボタンを選択すると対象アプリをスリー
プ状態に設定できます。スリープ状態に設定したアプリの使用を再開すると、その直後に更新・通知を自動取得します。 
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5. 端末のメンテナンス：「ストレージ」機能の配置変更 

アップデート前後で「ストレージ」配下の各機能配置が変更となります。 
① 「詳細」           ⇒     右上のメニュー ＞「ストレージ設定」 
② 不要なデータの「削除」    ⇒    「今すぐ確保」 
③ ユーザーデータの「詳細」 ⇒      ストレージの「ユーザーデータ」 

Android™ 6.0（更新） Android™ 7.0（更新後） 

＜設定方法＞ 
「設定」アプリ ⇒ 端末のメンテナンス ⇒ストレージ 

＜設定方法＞ 
「設定」アプリ ⇒ スマートマネージャー 
  ⇒ ストレージ 

② 

③ 

① 
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6. アプリ名称の変更 

アップデート後、一部アプリの名称が変更となります。 

アップデート前 
Android™ 6.０（従来） 

アップデート後 
Android™ 7.0（更新後） 

1 Sプランナー → カレンダー 

2 電話 → ダイヤル 

3 LISMO → Player(LISMO) 

4 Disney pass → ディズニーパス 
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7. 「ダイヤル」機能の変更 

① アップデート前の「お気に入り」のデータは、連絡先タブ内の「お気に入り」に移動
されます。 

② 「新規作成」が配置変更されます。 
③ 「検索」アイコンが追加され、「連絡先」「履歴」から検索が可能になります。また、

過去に検索した検索データを表示できるようになります。 

＜設定方法＞ 

「ダイヤル」アプリ 

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後） 

■「新規作成」の配置変更、「検索アイコン」追加 

② ③ 

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後） 

■「お気に入り」タブの削除(連絡先タブ内への移動) 

＜設定方法＞ 

「ダイヤル」アプリ⇒「連絡先」 31 
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8. 通知パネルから実行できる機能の追加 

SMSの着信通知情報から、直接返信が行えるようになります。 
SMSアプリに移動せず、通知パネルの情報からそのまま返信が可能です。 
➜着信通知情報の「返信」（①）を選択すると、返信画面（茶色）（②）が表示されま

す。返信内容を入力いただき、「  」マーク（③）を選択すると、返信SMSが送付
されます。 

Android™ 7.0（更新後） 
着信通知に「返信」が表示されていない場合は、 
  マークを押すと表示されます。 

① ② ③ 
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9. 「ステータスバー」機能の追加 

「最新通知のみ表示」機能が追加になり、ステータスバーに表示される通知アイコンの 
 数を最新通知の３件のみに限定できるようになります。 
※ アップデート後の初期値は「最新通知のみ表示：ON」に設定されますので、全ての通知アイコン

を表示されたい場合は、ON→OFFへ設定を変更ください。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ ディスプレイ ⇒ ステータスバー 

Android™ 7.0（更新後） <最新通知のみ表示：ON> 
※ 4件以降は、「…」と表示します。 

<最新通知のみ表示：OFF> 

33 

※１ 

※１「バッテリー残量表示」は、  配置場所が変わります。 
 （アップデート前：設定＞バッテリー＞パーセンテージをステータスバーに表示） 



10. 「データセーバー」機能の追加 

データ通信量を抑える「データセーバー」機能が追加され、アプリがバックグラウンドで
行うデータ送受信を制限する事でデータ通信量を抑制できるようになります。 
※ アップデート後の初期値はOFFです。 
※ 使用中のアプリからデータにアクセスすることは出来ますが、アクセス頻度が低くなる場合があ

ります。この影響として例えば画像はタップするまで正しく表示されない場合があります。 
※ データ制限なしで利用したいアプリがある場合は、「データ制限なしでの使用を許可」からアプ

リ別に設定が可能です。 

Android™ 7.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 接続 ⇒ データ使用量 34 



11. 「マルチウィンドウ」機能の追加・変更 (1/3) 

２つのアプリや機能を同時に表示できる「マルチウィンドウ」機能がより使いやすく 
なります。 

Android™ 7.0（更新後） 

① ② 

① マルチウィンドウ対応時、ホーム画面のステータスバーに、マルチウィンドウアイコン（ ）が
表示されるようになります。 
マルチウィンドウアイコンがホーム画面のステータスバーに表示されている間、マルチウィンド
ウ対応のアプリは対応が継続されるようになります。（アプリを閉じても、再利用時、画面半分
での表示となります。） 
 

② マルチウィンドウ対応と

なったアプリは、ステータ

スバーを下にスライドする

と表示される通知情報「マ

ルチウィンドウ」で確認で

きます。 
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11. 「マルチウィンドウ」機能の追加・変更 (２/3) 

④ 
Android™ 7.0（更新後） 

コントローラー 

b 

ａ 

③ 「分割バー」と「コントローラー」のデザイン
が変更になります。 

④ 2つ目に表示できるアプリ等は、画面下半分
に表示される「最近利用したアプリ（a）」
と「その他のアプリ(b)」から確認・選択で
きます。 

③  

「マルチウィンドウ」機能のデザイン、表示可能なアプリの確認方法が変更されます。 
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11. 「マルチウィンドウ」機能の追加・変更 (３/3) 

⑤ 一度マルチウィンドウ対応となったアプリはいづれかの方法で終了出来ます。 

アプリ履歴ボタン 

アプリ履歴ボタン長押しによる分割

割表示終了機能のON/OFF] Android™ 7.0（更新後） 

＜ａ＞ ＜b＞ ＜C＞ 

水色の分割バーを画
面の下まで引き下げ
て全画面表示に変更。 

ステータスバーを下に
スライドし、表示され
ている「マルチウィン
ドウ」の項目の右側の×
印を選択。 

37 

アプリ履歴ボタンの長押し 
※マルチウィンドウ＞分割画面表示を「ON」にす

ると必要があります。アップデート後はデフォ
ルトOFFとなっているため、ご利用される場合
は、ONにしてご利用ください 

＜設定方法＞ 
「設定」アプリ ⇒ 高度な機能 ⇒ マルチウィンドウ 



12. Always On Display画面の変更  

Always On Display画面に通知(アイコン）が表示されるようになります。 
アイコンをダブルクリックすると、通知表示のアプリに移動します。 
※ Always On Displayの設定をONにする必要があります。 

Android™ 7.0（更新後） Android™ 6.0（従来） 

100% 100% 
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13. 「クイック設定」機能の画面変更 

① 「ディスプレイの明るさ」の設定が１階層→２階層へ移動になります。 
② 各機能のレイアウトの編集が可能になります。(3×3、4×3、5×3) 
③ 各機能が1画面ではなく、複数画面表示（横スライド）に変更されます。 

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後） 

横にスライド 

① 

③ 
② 

① 
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14. 「アプリの通知」機能の追加・変更 

① 「通知の鳴動とポップをブロック」機能が追加になり、通知時のサウンドやバイブの使用、およ
びホーム画面上部に表示するポップアップを選択（ON/OFF）できるようになります。 

② 「ロック画面で非表示」「ロック画面で通知内容を非表示」の配置が、設定＞ロック画面とセ
キュリティ＞ロック画面の通知＞ロック画面のコンテンツに変更となります。 

③ アップデート前の「ポップアップでプレビュー」は、アップデート後の「通知の鳴動とポップを
ブロック」に集約されます。 

Android™ 6.0（従来） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 通知 ⇒詳細

設定 ⇒ 任意のアプリ     

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 通知 ⇒ 詳細設定 

⇒ 任意のアプリ     

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ ロック画面と

セキュリティ ⇒ロック画面の通知

⇒ロック画面のコンテンツ 

Android™ 7.0（更新後） 

① 

② 

③ 
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15. フォルダのデザイン変更 

各フォルダを開いた際、1画面に表示できるアプリの数が９つとなります。１つのフォル
ダに９つ以上のアプリが入っている場合は、横スライドすることで、全てのアプリを確認
することができます。 

Android™ 7.0（更新後） Android™ 6.0（従来） 

横にスライド 

 

縦
に
ス
ラ
イ
ド 

1画面 複数画面 

※画面数を確認できます。 
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16. 「Always On Display」機能の追加 

「Always On Display」のカスタマイズ機能が改善され、より自分好みにカスタマイズ
できるようになります。 

Android™ 7.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ ディスプレイ ⇒ Always On Display ⇒ レイアウト  

表示できる時計の種類が追加され、ギャラリーの写真も追加表示できるようになります。 
また、時計の色をカスタマイズできるようになります。 

初期設定 

時計の色が変更 
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17. 「ディスプレイ」機能の追加 

ディスプレイ機能の「ブルーライトフィルター」「カラーバランス」「画面の解像度」
「画面のズーム」が追加されます。 

Android™ 7.0（更新後） 

＜設定方法＞ 
「設定」アプリ ⇒ ディスプレイ ⇒ 各機能 

<ブルーライトフィルター> <カラーバランス> 
※画像モード内 

<画面の解像度> <画面のズーム> 

ブルーライトの量を制
限し、眼精疲労を軽減
することができます。 

画面の色を調整
して、白の色調
を変更できます。 

画面の解像度が変更 
できます。 

画面表示の倍率を 
変更できます。 
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18. 「[通知をミュート中]のお知らせ」機能の追加 

「 [通知をミュート中]のお知らせ」機能が追加になり、通知がミュート中でもポップ
アップまたはLEDインジケータでお知らせできるようになります。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ サウンドとバイブ ⇒ 通知をミュート     

Android™ 7.0（更新後） 

 画面がONのときに表示 
通知をミュートが適用時、アプリから通知を受けた場合は、ポップアップ表示でお知らせします。 
 
 画面がOFFのときに表示 
通知をミュートが適用時、アプリから通知を受けた場合は、LEDインジケータで点灯をお知らせし
ます。 
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19. 「Galaxy Pass」機能の追加 

「Galaxy PASS」機能が追加になり、生体認証でWebサイトにアクセスすることができ、
複雑なパスワードを覚える必要がなくなります。 
※ Galaxy Passで指紋認証を登録しておく必要があります。 
※ Galaxyアカウントが必要となります。 
※ アップデート前にWebサイトのサインインを指紋認証で設定していた場合、設定が引き継がれま

す。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ ロック画面とセキュリティ       

Android™ 7.0（更新後） 

■Webサイトログイン時  ■Galaxy Pass 

Galaxy Pass機能が利用可能な 
サイトの初回ログイン時には、 
ポップアップが表示されます。 
（パスワード入力後）  

初回ログイン時、サインイン情報を保存すると、
2度目以降のログイン時は、指紋認証のみでロ
グイン可能になります。  

＜初回ログイン時＞ ＜2度目以降のログイン時＞ 
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20. 連絡先「共有」機能の追加 

「共有」機能が追加になり、連絡先をvCardまたはテキストでデータを共有できるように
なります。 

＜設定方法＞ 

「連絡先」タブ ⇒   ⇒共有      

Android™ 7.0（更新後） 
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21. 「カメラ」機能の変更(1/3) 

① 「フィルター」の配置場所が変更されます。 

② リアカメラ(※1)/フロントカメラ(※2)の切り替え方法が変更されます。 
Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後） 

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後） 

左にスライド 

47 ※1 外側カメラでの撮影時に表示されます。 

※2 内側カメラでの撮影時に表示されます。  



21. 「カメラ」機能の変更(2/3) 

③ リアカメラに[美肌モード]が追加されます。 
Android™ 6.0（従来） 

④  [画像サイズ]、[タイマー]が設定メニュー   に配置変更されます。 

Android™ 7.0（更新後） 

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後） 外側カメラ 
(リアカメラ) 

内側カメラ 
(フロントカメラ) 
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21. 「カメラ」機能の変更(3/3) 

⑤ 「プレビュー通りに写真を保存」機能が追加になり、撮影した全ての写真を左右反転
せずプレビューに表示された通りに保存することができるようになります。 

＜設定方法＞ 

「カメラ」アプリ ⇒ 設定 

Android™ 7.0（更新後） 
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22. 「ギャラリー」機能の変更(1/3) 

① アップデート前の「イベント」は、アップデート後「ストーリー」に名称が変更されます。 
※ アップデート前の「イベント」に保存されていたデータは、「ストーリー」に引き継がれます。 

Android™ 6.0（従来） Android™ 7.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「ギャラリー」アプリ  50 



22. 「ギャラリー」機能の変更(2/3) 

② 「クラウド同期」機能が追加になり、ギャラリーのアイテムをGalaxyクラウドと自動的 
  に同期することができるようになります。 

＜設定方法＞ 

「ギャラリー」アプリ ⇒   ⇒ 設定  

Android™ 7.0（更新後） 
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22. 「ギャラリー」機能の変更(3/3) 

③ 「ギャラリー通知」機能が追加になり、友人からストーリー共有の招待を受けた場合
にギャラリー通知を受けるようになります。 

＜設定方法＞ 

 「ギャラリー」アプリ 

Android™ 7.0（更新後） 
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23. 「 Amazon Assistant 」機能の追加 

「 Amazon Assistant 」機能が追加になり、特定サイトでamazonで取り扱っている
商品を閲覧中に、この商品がいくらで販売されているか、ポップアップで通知できるよう
になります。 

＜設定方法＞ 

「ブラウザ」アプリ ⇒        ⇒ 拡張機能 

Android™ 7.0（更新後） 
Amazon Assistantアプリを
DLし、設定をONにする 

ブラウザから 
Amazon AssistantをONにする 

←Amazonの販売価格を 
ポップアップで表示 

※ 特定サイトは、「 yodobashi.com」と「locondo.jp」の2サイトです。 
※ 本機能を使用するためには、Amazon Assistantアプリをインストールし設定をONにすること、また、ブラウ

ザからAmazon AssistantをONにすることが必要です。 
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24. ブラウザ機能の変更(1/3) 

① 「動画アシスタント」が追加になり、ブラウザで動画を再生中に、動画アシスタント
アイコンから動画モードを素早く簡単に変更できるようになります。 

＜設定方法＞ 

「ブラウザ」アプリ ⇒     

 ⇒ 拡張機能 ⇒ 動画アシスタント 

Android™ 7.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「ブラウザ」アプリ ⇒お好みの動画を再生 
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24. 「ブラウザ」機能の変更(2/3) 

② 「印刷」 「問い合わせ」が追加され、ブラウザが利用しやすくなります。 

＜設定方法＞ 

「ブラウザ」アプリ ⇒         

 印刷 

表示ページを印刷することができます。 

 

 問い合わせ内容を送信 

ブラウザ使用時のトラブルや不明点を

SAMSUNGのカスタマーサービスに問い合

わせることができます。 

※Galaxyアカウントが必要となります。 

Android™ 7.0（更新後） 
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24. 「ブラウザ」機能の変更(3/3) 

③ 「検索機能」が追加になり、「ブックマーク」「履歴」「保存したページ」のWeb 
 ページを検索することができます。 

＜設定方法＞ 

「ブラウザ」アプリ ⇒ ブックマーク 

Android™ 7.0（更新後） 
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25. 「マーケティング情報」の配置変更 

「マーケティング情報」が、「設定」アプリ＞一般管理に配置変更となります。 
※ アップデート前は、新たにGalaxyアカウント登録時の利用規約の同意ページに配置されています。 
※ アップデート前にマーケティング情報をONに設定されている場合は、アップデート後も設定が引

き継がれ、「マーケティング情報を受信することに同意します。」にチェックが入ります。 

※「診断情報を報告」は、配置場所が変わります。 
 （アップデート前：設定＞プライバシーと安全） 

 

Android™ 7.0（更新後） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 一般管理 

 マーケティング情報とは 

Samsungから配信される特別キャンペーン

やマーケテインング情報です。 

（Eメール、プッシュ通信、SMS） 

※ 初回利用時、ご利用意向の確認があり

ますので、ご希望の場合は「マーケ

ティング情報を受信することに同意し

ます」にチェックをつけてください。 

※ ご利用にはGalaxyアカウントが必要と

なります。 
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26. 「ユーザー補助」機能の変更 

「文字サイズ」の設定機能が、設定＞ユーザー補助＞視覚の「画面のズームとフォント」
に統合されます。 
※ アップデート前：設定＞ディスプレイ＞フォント または 設定＞ユーザー補助＞視覚 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ ユーザー補助 ⇒ 視覚 ⇒ 画面のズームとフォント 

Android™ 7.0（更新後） 
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27. 「片手モード」の機能追加 

① 画面表示サイズの縮小方法に、ジェスチャーが追加され、より使いやすくなります。 
② 画面表示サイズを縮小時、画面の周りに「ホームキー」「戻るキー」「履歴キー」が 
  表示されます。 
 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 高度な機能 

Android™ 7.0（更新後） 

画面の右下または左下か
ら斜め上にスワイプ 

② 「ホームキー」「戻るキー」 
「履歴キー」を表示 

① ② 

① ジェスチャー：画面の右下ま
たは左下から斜め上にスワイ
プ 
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28. 「ビデオエンハンサー」機能の追加 

「ビデオエンハンサー」機能が追加になり、動画の画質を向上させることで、より明るく
鮮明な色を楽しめるようになります。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 高度な機能      

※ 対応アプリ（例） 
• YouTube 
• Google Play movie 
• Hulu 
• Netflix 
• テレビ東京オンデマンド 
• WOWOW 
• U-Mext 
• ニコニコ動画 等 

Android™ 7.0（更新後） 

※ 対象となるアプリは、「利用可能なアプリ」に表示されているアプリです。一部アプリについては、
お客様ご自身でダウンロートいただくことで、「利用可能なアプリ」に表示されるようになります。 
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29. 「Direct Share」機能の追加 

「 Direct Share 」機能が追加になります。 
Samsungのアプリ(Eメール、Messenger)又は3rd partyアプリ(Whatsapp, InBox
等)で発信の履歴がある場合、メモ、イメージ等直接共有することができます。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 高度な機能       

Android™ 7.0（更新後） 
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30. 「安全な起動」機能の追加 

「安全な起動」機能が追加になり、端末の紛失・盗難にあった場合に、勝手に端末を操作
できないよう設定できるようになります。 

※「プライベートモード」は、配置場所が変わります。 
（アップデート前：設定＞プライバシーと安全） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ ロック画面とセキュリティ       

Android™ 7.0（更新後） 

※ 「安全な起動」をONに設定している場合、端末を起動するまで着信、メッセージ、通知の受
信、およびアラームは鳴動しません。 

※ 「安全な起動」をONにするには、画面ロック(PIN、パスワード、パターン、指紋認証)いず
れかを設定しておく必要があります。 
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31. 「Galaxyクラウド」機能の追加 

「Galaxyクラウド」機能が追加になり、端末のデータをバックアップおよび復元できる
ようになります。データを複数のデバイスと同期することもできます。 
※ Galaxyアカウントの設定が必要となります。 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ クラウドとアカウント      

Android™ 7.0（更新後） 
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32. 「クイック接続」の配置変更 

「クイック接続」への導線が変更されます。 

Android™ 6.0（従来） 

＜設定方法＞ 

ホーム画面上部からスワイプ ⇒ クイック接続      

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 接続  ⇒ 端末の公開設定     

Android™ 7.0（更新後） 
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33. 「スマートステイ」機能の配置変更 

「スマートステイ」が配置変更されます。 

Android™ 6.0（従来） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ ディスプレイ 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 高度な機能 

Android™ 7.0（更新後） 
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34. 「テキスト読み上げ」機能の配置変更 

「テキスト読み上げ」が配置変更されます。 

Android™ 6.0（従来） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 言語とキーボード 

「設定」アプリ ⇒ ユーザー補助 ⇒ 視覚 

 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ ユーザー補助 

Android™ 7.0（更新後） 
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35. 「電話番号」の配置変更 

「電話番号」が配置変更にされます。 

Android™ 6.0（従来） 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 端末番号 ⇒ ステータス ⇒ SIMカードの情報 

＜設定方法＞ 

「設定」アプリ ⇒ 端末番号 

080-XXXX-XXXX 

Android™ 7.0（更新後） 

080-XXXX-XXXX 
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