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AQUOS R2 
SH-03Kについて
AQUOS R2 SH-03Kはドコモから発売されたシャープ製のスマート
フォンです。Googleが提供するスマートフォン向けOS「Android」
を搭載しています。

SH-03Kとは

Googleのサービス
との連携

Android OS

AQUOS R2
SH-03K

Bluetoothやおサイフ
ケータイも使える！

便利なアプリが
使える！

NTTドコモによる
通信環境の整備

Google

AQUOS R2 SH-03Kは従来のスマートフォンと同様に、通話、メール、写真・
動画の撮影ができるほか、Googleのサービスとの連携、おサイフケータイ、
Bluetoothなどの機能を搭載しています。また、受信時に最大988Mbpsの
高速通信「PREMIUM 4G」に対応しています。より高速な描画を実現した液
晶「ハイスピードIGZO」を搭載するほか、アプリを画面全体に表示する「フル
スクリーンモード」を備えています。なお、本書では同端末を「SH-03K」と
記載します。

AQUOS R2 SH-03Kの特徴MEMO

SH-03Kの各部名称を覚える

近接センサー／
明るさセンサー

受話口

マイク（動画撮影用）

イヤホン
マイク端子

動画専用アウトカメラ
（ドラマティックワイドカメラ）

ドコモ
nanoUIM
カード／
microSD
カード
トレイ

Wi-Fi／
Blue
tooth
アンテナ

LTE／ FOMAアンテナ

Wi-Fi
アンテナ

Fel iCa
マーク

USB Type-C
接続端子マイク（通話用） スピーカー

SH-03Kの背面にあるモバ
イルライト（P.174参照）は、
暗い場所で手元を照らしたい
場合などに便利な機能です
が、本体の温度が高い状態
では使用できないことがあり
ます。また、モバイルライト
の使用中に本体の温度が上
昇すると、自動的に消灯する
場合があります。

モバイルライトに
ついてMEMO

モバイル
ライト

標準アウト
カメラ

GPS／ LTE／
FOMAアンテナ

LTE／ FOMA
アンテナ

指紋センサー

ディスプレイ／
タッチパネル

電源キー

音量UP／DOWNキー

着信／充電ランプ

指紋センサーに指紋を登
録すると、電源ボタンを
押さずに、指紋センサー
に指で触れることでSH-
03Kのロックを解除でき
ます（Sec.61参照）。

指紋センサーに
ついてMEMOインカメラ
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タッチパネルの操作02

SH-03Kの
基本操作を覚える
SH-03Kのディスプレイはタッチパネルです。指でディスプレイをタッ
チすることで、いろいろな操作が行えます。また、画面下部にある
3種類のナビゲーションキーの機能も覚えておきましょう。

ナビゲーションキーの操作

ナビゲーションキーとその主な機能

／  フルスクリーンキー
フルスクリーンモードのオン／オフを切り替えます。切り
替えできる場合でのみ表示されます。

／  戻るキー／閉じるキー
直前の画面に戻ります。表示が のときは、表示され
ているソフトウェアキーボードを閉じます（P.27参照）。

 ホームキー ホーム画面に戻ります。ロングタッチすると、音声操作の
「Googleアシスタント」が起動します。

／  アプリ使用履歴キー／
 マルチウィンドウキー

アプリ使用履歴を表示します。マルチウィンドウの使用
中は形が変わります。

SH-03Kの画面下部に表示
される4つのキーを「ナビ
ゲーションキー」といいま
す。ナビゲーションキーは、
基本的にすべてのアプリで
共通する機能を提供します。
詳しくは、以下の表のとお
りです。

ナビゲーションキーMEMO

タッチ

タッチパネルに軽く触れてすぐに指を離す
ことを「タッチ」といいます。

ピンチアウト／ピンチイン

2本の指をタッチパネルに触れたまま指
を開くことを「ピンチアウト」、閉じることを
「ピンチイン」といいます。

ロングタッチ

タッチパネルに長く触れた状態を保つこと
を「ロングタッチ」といいます。

スライド（スワイプ）

タッチパネルに軽く触れたまま特定の方
向へなぞることを「スライド」といいます。

ドラッグ

アイコンやバーに触れたまま特定の位置
まで動かすことを「ドラッグ」といいます。

フリック

タッチパネル上をすばやく指ではらうよう
に操作することを「フリック」といいます。

ホームキーフルスクリーンキー

戻るキー／
閉じるキー

アプリ使用履歴キー／
マルチウィンドウキー
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3 通話が始まります。＜ミュート＞を
タッチするとミュート状態になり、
再度＜ミュート＞をタッチするまで
こちらの声は相手に聞こえなくなり
ます。通話を終了するには＜終
了＞をタッチします。

1 スリープモード中（P.12参照）に
電話を着信すると、着信画面が
表示されます。 をタッチします。

2 ＜応答＞をタッチします。

電話を受ける

3 電話が発信され、相手が応答す
ると通話が始まります。＜終了＞
をタッチすると、通話を終了します。

電話をかける

1 ホーム画面で をタッチします。

2 ＜ダイヤル＞をタッチしたら、ダイ
ヤルキーをタッチして発信先の電
話番号を入力します。 をタッチ
します。

SH-03Kの電話機能は発信も着信も非常にシンプルで、どちらも
タッチパネルを利用した操作でかんたんに行えます。また、発着信
の履歴から発信することもできます。

電話をかける・受ける

12

手順 2 で電話番号を間違えたと
きは、 をタッチして数字を消
去し、入力し直します。

電話番号を
間違えたときはMEMO

タッチする

タッチする

タッチする

3 タッチする2 タッチする

1 タッチする 手順 1 や 2 の画面で本体を耳に
当てると、手順 3 の画面が表示
されて、そのまま通話ができま
す。

すばやく電話を受けるMEMO

タッチする

タッチする

タッチする
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ドコモメールを新規作成する

7 ＜送信＞をタッチすると、メールを
送信できます。5 ［件名］欄をタッチしてタイトルを

入力し、［本文］欄をタッチします。

6 メールの本文を入力します。

3 ［作成］画面が表示されるので、
をタッチします。

4 電話帳に登録した連絡先のアド
レスが名前順に表示されるので、
送信したい宛先にタッチしてチェッ
クを付け、＜決定＞をタッチしま
す。履歴から宛先を選ぶこともで
きます。

P.64～65で変更したメールアドレスで、ドコモメールを使ってみま
しょう。ほかの携帯電話とほとんど同じ感覚で、メールの閲覧や返
信、新規作成が行えます。

ドコモメールを
利用する

21

2 ＜新規＞をタッチします。表示さ
れないときは、 を何度かタッチし
ます。

1 ホーム画面で をタッチします。

タッチする

タッチする

タッチする

1 タッチする

ドコモメールでは、メールにファ
イルを添付して送信することが
可能です。［本文］欄下部の＜添
付＞をタッチし、＜ファイルを添
付＞をタッチすると、画像や動画
などのファイルを選択することが
できます。

ファイルを添付するMEMO

1 入力する

2 タッチする

2 タッチする

入力する

タッチする

MEMO参照



Section

108 109

4 4

Application

タッチする

タッチする

タッチする

手順 1 の画面で写真のサムネイ
ルをタッチすると、写真が拡大
表示されます。この画面で、写
真にさまざまな効果を付ける、
明るさや色のバランスを調整す
る、トリミング（切り取り）する
などの編集ができます。

［フォト］アプリで
写真を閲覧・編集するMEMO

タッチする
タッチする

タッチする

バックアップの設定を確認・変更する

［フォト］アプリを起動する

2 表示されたメニューの＜設定＞を
タッチします。

3 ［設定］画面が表示されます。
＜バックアップと同期＞をタッチし
ます。

1 ［フォト］アプリの画面で をタッ
チします。

3 初回は［バックアップと同期］画
面が表示されるので、＜確認＞を
タッチします。

4 ［フォト］アプリが起動します。2 ［Google］フォルダ内の＜フォト＞
をタッチします。

1 ホーム画面で＜Google＞をタッ
チします。

SH-03Kで撮影した写真や動画は、自動的にクラウドサービス
「Googleフォトライブラリ」上にバックアップされます。［フォト］ア
プリを使うと、バックアップの設定を確認・変更できます。

36
Googleフォトを
利用する
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AIオートで写真を撮影する

1 ［カメラ］アプリ
を起動し、撮影
メニューのアイコ
ンをタッチします。

2 撮影モードの一
覧が表示されま
す。画面を上下
にスライドさせ
て、目的の撮影
モード（ここでは
＜AIオート＞）を
タッチします。

3 カメラの画面に
戻ります。撮影
メニューのアイコ
ンは、AIオートの
ものに変化しま
す。 をタッチ
すると写真が撮
影されます。

4 手順 3 の画面
で、右上に表示
されるサムネイル
をタッチすると
［アルバム］アプ
リ（Sec.48参
照）が起動して、
いま撮影した写
真を確認できま
す。

AIオートとは

SH-03Kのカメラは、被写体やシーンを自動判別する「AIオート」
のほか、さまざまな状況に対応する撮影モードを備えています。最
適な構図を教えてくれる機能もあります。

多彩な機能で
撮影を楽しむ

47

SH-03Kのカメラに搭載されている「AIオート」は、人物、犬、ネコ、料理、花、夕景、
花火、白板／黒板などの被写体や撮影シーンを自動的に認識して、最適な画質やシャッ
タースピードで撮影してくれる機能です。撮影の対象にカメラを向けて、これらの被写体
や撮影シーンを認識すると、それぞれのアイコンが表示されます。白板／黒板と認識した
状態で撮影すると、補正するかを確認する画面が表示されます。
［カメラ］アプリは標準でAIオートがオンになっています。AIオートをオフにした場合は、
次ページの操作でオンにできます。

AIオートが被写体は
「ネコ」であると認識
した例。

AIオートが被写体は
「花」であると認識し
た例。

ネコのアイコン

花のアイコン

タッチする

AIオートのアイコン

2 タッチする

1 スライドする

タッチする


