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iPhone SE（第2世代）の機能

本書では、iPhone SE（第2世代）を使用した操作方法を解説し
ています。最新のiOS 13を搭載したiPhone SE（第2世代）の
特徴と各部名称を確認しましょう。

01
iPhone SE（第2世代）
について

●ポートレートモード

●HDR（ハイダイナミックレンジ）

●４Kビデオ

ポートレートモードで人物を撮影すると、背景を綺麗にぼ
かして人物を際立たせることができます。撮影の前でも撮
影のあとでも、ポートレートモードで撮影した写真であれば
背景のぼかしの強弱を調整（深度コントロール）できるの
で、より魅力的な写真に仕上げることが可能です。

iPhone SEでは「スマートHDR」がオンのとき、異なる
露出で撮影した写真のよいところを自動で1枚の写真に合
成します。これによって、写真の白飛びや黒つぶれを抑
えることができます。

1080p HD（フルハイビジョン）ビデオ撮影のほかに、
iPhone SEでは4Kビデオ撮影が可能です。4Kビデオは、
高解像度のビデオ撮影ができる機能で、 1080p HDビデ
オの4倍の情報を記録し、より鮮明な動画の撮影ができま
す。
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右側面 底面

Lightning
コネクタ

SIMトレイ

内蔵ステレオ
スピーカー／マイクサイドボタン

上部左側面

音量ボタン着信／サイレントスイッチ

正面 背面

内蔵ステレオスピーカー／マイク

前面側カメラ

背面側
マイク

背面カメラ
LED True Tone 
フラッシュ

ホームボタン
／ Touch ID

マルチタッチ
画面

各部名称を覚える
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連絡先を作成する
電話番号やメールアドレスなどの連絡先の情報を登録するには、
＜電話＞アプリの「連絡先」を利用します。また、発着信履歴の
電話番号をもとにして、連絡先を作成することも可能です。

連絡先を新規作成する

1 ホーム画面で をタップし、＜連
絡先＞をタップしたら、 をタップ
します。

2 ＜姓＞をタップします。

3 登録したい相手の氏名やふりがな
を入力し、＜電話を追加＞をタッ
プします。

4 電話番号を入力します。電話番
号のラベルを変更したい場合は、
＜自宅＞をタップします。

1 タップする

2 タップする

1 入力する

2 タップする

タップする

1 入力する

2 タップする
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5 変更したいラベル名をタップして
選択します。

6 ラベルが変更されました。メール
アドレスを登録するには、＜メー
ルを追加＞をタップして、メールア
ドレスを入力します。

7 情報の入力が終わったら、＜完
了＞をタップします。

登録した連絡先をタッチすること
で、すばやく発信することが可
能です。P.46手順 1 を参考に

「連絡先」画面を表示し、発信し
たい連絡先をタッチして、＜電
話＞をタップすると、電話を発信
できます。

登録した連絡先に
電話を発信するMEMO

タップする

タップする

タップする

タップする
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Apple IDを作成する
Apple IDを作成すると、App StoreやiCloudといったAppleが提
供するさまざまなサービスが利用できます。ここでは、iCloudの初
期設定を行いながら、Apple IDを作成する手順を紹介します。

Apple IDを作成する

iPhoneから機種変更した場合
など、すでにApple IDを持って
いる場合は、手順 3 の画面で

「Apple ID」と「パスワード」
を入力して＜サインイン＞をタッ
プし、P.61手順 15 以降へ進ん
でください。

すでにApple IDを
持っている場合MEMO

3 ＜Apple IDをお持ちでないか忘
れた場 合＞→＜Apple IDを作
成＞の順にタップします。

2 「設定」画面が表示されるので、
＜iPhoneにサインイン＞をタップ
します。「設定」画面が表示され
ない場合は、画面左上の を何
度かタップします。

タップする

タップする

1 ホーム画面で＜設定＞をタップし
ます。

タップする
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8 「メールアドレス」に希望するメー
ルアドレスを入力し、＜次へ＞を
タップします。なお、Appleから
製品やサービスに関するメールが
不 要な場 合は、「Appleからの
ニュースとお知らせ」の をタッ
プして にしておきます。

5 生年月日を上下にスワイプして設
定し、＜次へ＞をタップします。

4 「姓」と「名」を入力します。

6 ＜メールアドレスを持っていない
場合＞をタップします。

7 ＜iCloudメールアドレスを取得す
る＞をタップします。

タップする

2 タップする1 スワイプする

1 入力する 2 タップする

入力する

タップする
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メールを送信する

4 使用したいメールアドレスを上下
にスワイプして選択します。ここで
は@docomo.ne.jpのメールアド
レスを選択しています。

5 ＜件名＞をタップし、件名を入力
します。入力が終わったら、本文
の入力フィールドをタップします。

6 本文を入力し、画面右上の を
タップします。これで、送信が終
了しました。

1 P.101手順 3 で画面下部の を
タップします。

2 「宛先」に、送信したい相手のメー
ルアドレスを入力し、＜Cc/Bcc、
差出人＞をタップします。

3 ＜差出人＞をタップします。

タップする

タップする

スワイプする

2 タップする 1 入力する

2 タップする

1 入力する

2 タップする
1 入力する
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メールを返信する

3 本文入力フィールドをタップし、メッ
セージを入力します。本文の入力
が終了したら、 をタップします。
相手に返信のメールが届きます。

1 メールを返信したいときは、P.101
手順 5 で、画面下部にある を
タップします。

2 ＜返信＞をタップします。

手順 2 で＜転送＞をタップして宛
先を入力し、 をタップすると、
メールを転送できます。

メールを転送するMEMO

2 タップする

1 入力する

2 タップする
1 入力する

タップする

タップする
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リーディングリストを
利用する
リーディングリストを使って、「あとで読む」リストを作りましょう。な
お、リーディングリストに追加する際は、インターネットに接続してい
る必要があります。

Webページをリーディングリストに追加する

1 リーディングリストに追加したい
Webページを表示し、 をタップ
します。

2 上方向にスワイプし、＜リーディン
グリストに追加＞をタップします。
「オフライン表示用のリーディング
リスト記事を自動的に保存します
か？」と表示されたら、＜自動的
に保存＞または＜自動的に保存し
ない＞をタップします。

リーディングリストは、Webページを追加しておいて、あとで改めて読むための
機能です。リーディングリストに追加したWebページは通信ができないときでも
表示することが可能です。また、未読の管理が行えるため、まだ読んでいない
Webページをかんたんに確認することができます。気になった記事や、読み切
れなかった記事があったときなどに便利です。

リーディングリストとはMEMO

タップする

2 タップする

1 スワイプする
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1 Safariを起動した状態で をタッ
プします。 3 リーディングリストに追加したWeb

ページが一覧表示されます。閲覧
したいWebページをタップすると、
指定したWebページが表示されま
す。

2 「ブックマーク」画面が表示され
るので、 をタップします。

リーディングリストに追加したWebページを閲覧する

手順 3 の画面下部の＜未読のみ
表示＞をタップすると、未読の
リーディングリストのみが表示さ
れ、＜すべて表示＞をタップする
とすべてのリーディングリストが
表示されます。リーディングリス
トを削除したい場合は、目的の
Webページを左方向にスワイプ
し、＜削除＞をタップします。

リーディングリストを
管理するMEMO

タップする

タップする

タップする

タップする
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