
Section

アプリを起動する

OS・Hardware

アプリ画面には、さまざまなアプリのアイコンが表示されています。
それぞれのアイコンをタッチするとアプリが起動します。ここでは、
アプリの終了方法や切り替え方法もあわせて覚えましょう。

アプリを利用する
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4 「設定」アプリが起動します。ア
プリの起動中に をタッチすると、
1つ前の画面に戻ります。

2 「アプリを探す」画面が表示され
るので、 をタッチします。

3 任意のアプリを探してタッチしま
す。ここでは、＜設定＞をタッチ
します。

1 ホーム画面を表示し、 をタッチ
します。

タッチするタッチする

タッチする

タッチする

アプリの初回起動時に、アクセ
ス許可を求める画面が表示され
ることがあります。その際は＜許
可＞をタッチして進みます。許可
しない場合、アプリが正しく機能
しないことがあります（対処法
はSec.65参照）。

アプリのアクセス許可MEMO
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キー入力が可能な画面（ここでは
「メモ」の画面になると、キーボー
ドが表示されます。本書では「日
本語S-Shoin」を利用するので、
右下の をタッチします。

1 ＜キーボードタイプ＞→＜QWERTY
キーボード＞の順にタッチします。4

キーボードが「QWERTYキーボー
ド」に切り替わります。5

手順 4 の画面で＜テンキーボー
ド＞をタッチすると、「テンキーボー
ド」に切り替わります。

6

＜日本語S-Shoin＞をタッチして、
入力方法を切り替えます。2

「日本語S-Shoin」になりました。
をタッチします。 が表示され
ていない場合は、キーボードの右
上にある をタッチすると表示さ
れます）。

3

キーボードを切り替える

タッチする

タッチする

タッチする

タッチする

タッチする
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Section

Application

GoogleアカウントをSH-51Aに設定する

Googleアカウントを設定すると、Googleが提供するサービスが利
用できます。ここではGoogleアカウントを作成して設定します。す
でに作成済みのGoogleアカウントを設定することもできます。

Googleアカウントを
設定する
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3 ＜アカウントを追加＞をタッチしま
す。1 P.22を参考にして、＜設定＞を

タッチします。

2 「設定」アプリが起動するので、
画面を上方向にスライドして、＜ア
カウント＞をタッチします。

Googleアカウントを作成する
と、Googleが提供する各種サー
ビスへログインすることができま
す。アカウントの作成に必要な
のは、メールアドレスとパスワー
ドの登録だけです。SH-51Aに
Googleアカウントを設定してお
けば、Gmailなどのサービスが
かんたんに利用できます。

GoogleアカウントとはMEMO

2 タッチする

1 スライドする

タッチする

タッチする
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Section

dアカウントとは

Application

SH-51Aにdアカウントを設定すると、NTTドコモが提供するさまざ
まなサービスをインターネット経由で利用できるようになります。また、
あわせてspモードパスワードの変更も済ませておきましょう。

ドコモのID・パスワード
を設定する

13

「dアカウント」とは、NTTドコモが提供しているさまざまなサービスを利用するためのIDで
す。dアカウントを作成し、SH-51Aに設定することで、Wi-Fi経由で「dマーケット」な
どのドコモの各種サービスを利用できるようになります。
なお、ドコモのサービスを利用しようとすると、いくつかのパスワードを求められる場合が
あります。このうちspモードパスワードは「お客様サポート」（My docomo）で確認・再
発行できますが、「ネットワーク暗証番号」はインターネット上で確認・再発行できません。
契約書類を紛失しないように気を付けましょう。さらに、spモードパスワードを初期値
（0000）のまま使っていると、変更をうながす画面が表示されることがあります。その場合
は、画面の指示に従ってパスワードを変更しましょう。
なお、ドコモショップなどですでに設定を行っている場合、ここでの設定は必要ありません。

ドコモのサービスで利用するID ／パスワード

ネットワーク暗証番号 お客様サポート（My docomo）や、各種電話サービスを利
用する際に必要です（Sec.49参照）。

dアカウント／パスワード Wi-Fi接続時やパソコンのWebブラウザ経由で、ドコモのサー
ビスを利用する際に必要です。

spモードパスワード
ドコモメールの設定、spモードサイトの登録／解除の際に必要
です。初期値は「0000」ですが、変更が必要です（P.42
参照）。

5Gや4G ／ LTE回線を利用しているときは不要ですが、Wi-Fi経由でドコモの
サービスを利用する際は、dアカウントとパスワードを入力する必要があります。

dアカウントとパスワードは
Wi-Fi経由でドコモのサービスを使うときに必要MEMO
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Section

Application

留守番電話を確認する

NTTドコモの留守番電話サービス（有料）を利用していると、電
話に出られないときにメッセージを残してもらうことができます。なお、
契約時の呼び出し時間は15秒に設定されています。

留守番電話を確認する

16

3 留守番電話サービスにつながり、
メッセージを確認することができま
す。

留守番電話を利用するには、有
料の留守番電話サービスに加入
する必要があります。未加入の
場合は、ドコモショップの店頭か、
インターネットの「My docomo」
（Sec.49参照）で利用を申し込
むことができます。

留守番電話サービス
とはMEMO

1 留守番電話にメッセージがある
と、 とステータスバーに不在着
信の通知が表示されます。

2 P.44の方法で「ダイヤル」画面
を表示し、「1417」と入力して、
をタッチします。

1 入力する

2 タッチする

不在着信の通知
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Section

Application

伝言メモを設定する

SH-51Aでは、電話を取れないときに本体に伝言を記録する伝言
メモ機能を利用できます。有料サービスである留守番電話サービス
とは異なり、無料で利用できるのでぜひ使ってみましょう。

伝言メモを利用する

17

4 応答時間をドラッグして変更し、
＜設定＞をタッチします。留守番
電話サービスの呼び出し時間より
短く設定する必要があります。

1 P.44手順 1を参考に「電話」ア
プリを起動して、画面右上の を
タッチし、＜設定＞をタッチします。

3 「通話音声・伝言メモ」画面で
＜応答時間設定＞をタッチしま
す。

2 「設定」画面で＜通話＞→＜通
話音声・伝言メモ＞→＜伝言メ
モ設定＞→＜ON＞の順にタッチ
します。

タッチする

タッチする

2 タッチする
1 変更する

タッチする

50

2



Section

Application

スグ電の設定をする

「スグ電」を利用すると、端末を耳にあてるなどのモーション（動き）
や音声だけで電話を操作できます。画面を操作せずに、電話の発
着信がすばやくできる便利な機能です。

スグ電ですばやく
応答する
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2 ＜通話＞→＜スグ電設定＞の順
にタッチし、「スグ電設定」画面
を表示します。注意事項が表示
されたら、＜同意して利用する＞
をタッチしてチェックを付けて、
＜OK＞をタッチします。

3 設定したい項目（ここでは＜消音・
拒否＞）をタッチします。「利用
情報の送信に関して」画面が表
示されたら、＜同意せずに利用す
る＞または＜同意する＞をタッチし
ます。

4 モーションを実行したときの操作を
＜消音＞＜拒否＞＜拒否して
SMS送信＞のいずれかをタッチし
て選択します。

1 「電話」アプリで画面右上の を
タッチし、＜設定＞をタッチします。

タッチする

タッチする

タッチする

タッチする
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Section29

迷惑メールを防ぐ
ドコモメールでは、受信したくないメールを、ドメインやアドレス別
に細かく設定することができます。スパムメールなどの受信を拒否
したい場合などに設定しておきましょう。

迷惑メールフィルターを設定する

ドコモでは、迷惑メールフィル
ターの設定のほかに、迷惑メー
ルを自動で判定してブロックする
「迷惑メールおまかせブロック」
という、より強力な迷惑メール
対策サービスがあります。月額
利用料金は200円ですが、これ
は「あんしんネットセキュリティ」
の料金なので、同サービスを契
約していれば、「迷惑メールおま
かせブロック」も追加料金不要
で利用できます。

迷惑メール
おまかせブロックとはMEMO

1 P.78手順 2 の画面で画面右下
の＜その他＞をタッチし、＜メー
ル設定＞をタッチします。

3 「ログイン」画面が表示されたら、
dアカウントのパスワードを入力し
て、＜ログイン＞をタッチします。

2 ＜ドコモメール設定サイト＞をタッ
チします。

タッチする

2 タッチする

1 タッチする

2 タッチする

1 入力する

Application
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Section

クレジットカードで有料アプリを購入する

タッチする

タッチする

有料アプリを購入する場合、「ドコモの決済サービス」「クレジット
カード」「Google Playギフトカード」などの支払い方法が選べます。
ここでは、クレジットカードを登録する方法を解説します。

有料アプリを購入する
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3 ＜カードを追加＞をタッチします。1 有料アプリを選択し、アプリの価
格が表示されたボタンをタッチし、
＜同意する＞をタッチします。

2 支払い方法を設定します。＜次
へ＞をタッチします。

コンビニなどで販売されている
「Google Playギフトカード」を
利用すると、プリペイド方式でア
プリを購入することができます。
クレジットカードを登録したくな
いときに便利です。利用するに
は、手順 3 で＜コードの利用＞
をタッチします。

Google Play
ギフトカードとはMEMO

タッチする

Application
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Section

「マップ」アプリを利用する準備を行う

Application

タッチする

タッチする

タッチする

タッチする

Googleマップを利用すれば、自分の今いる場所や、現在地から
目的地までの道順を地図上に表示できます。なお、Googleマップ
のバージョンによっては、本書と表示内容が異なる場合があります。

Googleマップを
使いこなす

36

4 「ロケーション履歴」が の場
合はタッチして、＜有効にする＞
→＜有効にする＞の順にタッチま
す。

3 に切り替わったら、＜詳細設
定＞→＜Googleロケーション履
歴＞の順にタッチします。

5 表示が に切り替わったら、
「マップ」アプリを使用する準備
は完了です。

1 P.22を参考に「設定」アプリを
起動して、＜位置情報＞をタッチ
します。

2 「位置情報の使用」が の場
合はタッチします。位置情報につ
いての同意画面が表示されたら、
＜設定する＞をタッチします。

切り替わる
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