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OS・Hardware

SC-03Gの各部名称を覚える

SC-03Gとは

GALAXY	Tab	S	8.4	SC-03Gはドコモから発売されたサムスン電
子製のAndroidタブレットです。Googleが提供するスマートフォン
／タブレット向けOS「Android	4.4」を搭載しています。

GALAXY Tab S 8.4 
SC-03Gについて
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インターネット、メール

音楽

カレンダー

写真、動画

メモ

GALAXY Tab S 8.4 SC-03G（以下、SC-03G）は、高速通信サービス
LTEや無線LANに対応した、Androidタブレットです。Webサイトの閲覧やメー
ルの送受信、写真や動画の撮影などができるほか、ワンセグ／フルセグや曲の
再生などの機能を備えています。また、付属のBluetoothキーボードを使うと、
メールなどの長い文章を効率よく入力できます。Google Playからアプリをイ
ンストールすることで、機能を自由に追加できます。

GALAXY Tab S 8.4 SC-03Gの特徴MEMO
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Application

1 タップして入力する

スクロールする

3 入力したURLのWebページに移動しま
す。画面をスクロールすると、Webペー
ジの内容がすみずみまで閲覧できます。

2 ［アドレスバー］をタップし、URLを入
力して、＜確定＞→＜実行＞をタップ
します。このときURLではなく［アドレ
スバー］に任意のキーワードを入力す
ると、該当するWebページを検索でき
ます。

1 ［アドレスバー］は画面の上部に配置
されています。［アドレスバー］が表示
されていない場合は、画面を下方向に
スクロールすると表示されます。

ブラウザでWebページを閲覧する

SC-03Gには［ブラウザ］アプリが標準搭載されており、パソコン
やスマートフォンと同様にWebページを閲覧できます。画面を指で
タップすることで、リンクを開くといった操作が直感的に行えます。

2 ブラウザが起動して、Webページが表
示されます。標準では「dメニュー」が
ホームページに設定されています。

1 ホーム画面を表示して、 をタップしま
す。

ブラウザを起動する
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Webページを閲覧する

SC-03Gでは［ブラウザ］と［Chrome］の2種類のブラウザを利用できますが、
この章では［ブラウザ］の利用法を紹介しています。［Chrome］を起動するには、
ホーム画面の＜Google＞をタップして、［Google］フォルダ内にある＜Chrome＞
をタップします。パソコンとSC-03Gで同じGoogleアカウントを使ってログインす
ると、両者の［Chrome］のブックマークを同期させることができます。

SC-03GのブラウザMEMO

メールなどに記載されているWeb
ページのリンクをタップすると、［ア
プリケーションを選択］画面が表
示されます。ここで＜Chrome ＞
をタップして＜1回のみ＞または
＜今回のみ＞をタップすると、［ブ
ラウザ］の代わりに［Chrome］
でWebページを開くことができま
す。アプリを選択後、＜毎回＞を
タップすると、常にそのアプリで
開くようになります（Sec.78参
照）。

ブラウザとChromeMEMO

2 タップする

2 タップする

タップする

URLが表示されている

スクロールして
［アドレスバー］を表示

1 タップする
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カメラの操作を確認する

モードを変更する

SC-03Gのカメラで写真を撮る

1 アプリ画面で＜カメラ＞をタップし
ます。［保存場所］画面が表示
された場合は、＜OK＞をタップし
ます。

上記の＜撮影モードメニュー＞をタップする
と、撮影モードの一覧がサムネイルで表示
されます。左右にスワイプしてタップすると、
オート、リアカメラ自分撮り、選択フォーカス、
パノラマなどの撮影モードに切り替えること
ができます。

2 カメラが起動します。ピントを合わ
せたい場所をタップすると、対象
にピントが合い、 をタップする
か、音量キーを押すと撮影を実行
します。

3 カメラで撮った写真を＜ギャラ
リー＞で確認したい場合は、右下
のサムネイル画像をタップします。

SC-03Gには、前面と背面の両方に高性能カメラが搭載されてい
ます。フォーカス設定や連写機能、シーン撮影モードなどが利用
可能なうえ、さまざまな検出機能なども使用できます。

写真を撮影する
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手順 2 で をロングタッチすると20枚の連写ができます。その場合、写真は
SC-03Gの本体メモリに保存されます。

連写機能MEMO

タップする

タップする

2 タップする

1 タップする

❸：設定
タップすると設定メニューが表示されま
す（P.98参照）。

❶：外側カメラと内側カメラの切替
タップすると、外側カメラと内側カメラ
を切り替えます。

❷：ショートカットエリア
設定メニューのショートカットを3つまで
配置できます。初期設定では＜フラッ
シュ＞が配置されています。

❹：現在の撮影モード
撮影モードメニューで設定した、現在の
撮影モードが表示されます。

❾：撮影モードメニュー
タップすると撮影モードを選択できます
（下記参照）。

❼：シャッター（動画撮影）
タップすると動画の撮影を開始します。

❽：シャッター（静止画撮影）
タップすると静止画（写真）を撮影しま
す。

❻：保存先とバッテリーの情報
写真の保存先をmicroSDカードにする
とカードのアイコン、バッテリー残量が
29％未満になると電池のアイコンが表
示されます。

❺：フォーカス
画面をタップするとフォーカス（焦点）が
表示されます。

10：サムネイル
タップすると［ギャラリー］が起動しま
す。

③

①

②

⑨

⑦

⑧

⑥

⑤

⑩

④
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1 Bluetoothキーボードの背面にある
電源スイッチをオンにします。

2 ［設定］画面で＜接続＞をタップし、
＜Bluetooth ＞のタイトルをタップし
ます。続いて、 をタップします。

3 が に切り替わり、Bluetooth機
能がオンになります。付近にある
Bluetoothデバイスが捜索されて、
名前が表示されます。＜スキャン＞
をタップします。

4 Bluetoothキーボードの右上にある
Bluetoothボタンを3秒間以上押し
ます。

5 Bluetoothキーボードが認識されます。
＜Samsung	Bluetooth	Keyboard	
EJ-CT700 ＞の表示をタップしま
す。

Bluetoothキーボードとペアリングの設定をする

Bluetoothキーボードを使用すると、SC-03G
をノートパソコンのように操作できます。文字
の入力中もソフトウェアキーボードが表示され
ないので、画面を広く表示できます。

Bluetoothキーボードを充電する際は、SC-03Gに付属のACアダプタを使用
して、Bluetoothキーボードの外部接続端子にmicroUSBプラグを接続します。
SC-03Gの外部接続端子に接続すると、キーボードは充電されません。

Bluetoothキーボードの充電MEMO

付属のBluetoothキーボード

SC-03Gには専用のBluetoothキーボード（SC01）が付属します。
長いメッセージを入力する場合や、たくさんの情報を検索する場合
など、ソフトウェアキーボードよりも効率よく操作できます。

付属のBluetooth
キーボードを利用する
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●ノートパソコンのように操作できる

SC-03GとBluetoothキーボードは無線で接
続されます。SC-03Gの電源／画面ロック
キーが上になるように、Bluetoothキーボード
のミゾに斜めに取り付けます。

●接続ケーブルは不要

オンにする

2 タップする

3 タップする

1 タップする

タップする

タップする

押す


