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OS・Hardware

SHV48の各部名称を覚える

AQUOS sence3 basic SHV48は、au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。

AQUOS sence3 basic 
SHV48について
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1 au ICカード／ microSDメモリカードトレイ 9 4G ／ UMTSアンテナ
2 インカメラ（レンズ部） 10 アウトカメラ（レンズ部）
3 受話口（レシーバー）／スピーカー 11 モバイルライト／空気抜き部
4 近接センサー／明るさセンサー 12 イヤホンマイク端子
5 充電／着信ランプ 13 Wi-Fi ／ Bluetooth ／ GPSアンテナ
6 音量UPキー／音量DOWNキー 14 送話口（マイク）
7 電源キー 15 外部接続端子
8 ディスプレイ（タッチパネル）

正面 背面
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SHV48の特徴

SHV48は、高速通信に対応したAndroid OS 9搭載のスマートフォンです。従来の携帯
電話のように、通話やメール、インターネットなどを利用できるだけでなく、auやGoogle
が提供する各種サービスとの強力な連携機能を備えています。なお、本書では同端末を
SHV48と型番で表記します。 

メインカメラでは、撮影シーンを判別し、最適のモードを自動でセレクトします。静
止画はAIオートにより、料理や人、猫、夕景など、9つの被写体とシーンに対応し、
料理はより美味しそうに、夕景はより印象的に撮影されます。動画ではAIライブス
トーリーにより、よいシーンを判断し、15秒のBGM付きショートムービーを自動作
成します。

●AIが撮影モードを自動でセレクト

バッテリー容量は4,000mAhで、電池の
持ち時間は約170時間です。旅行などで
2～3日出かける場合でも、充電器を一
緒に持っていく必要がありません。

一般的な「AQUOS Home」と、アイ
コンが大きく見やすい「AQUOSかん
たんホーム」、2つのホームアプリから
好みで選べます。

●大容量バッテリー搭載 ●好みで選べるホームアプリ
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SHV48はSHV45から機能を抑えて価格が安くなったモデルです。SHV45
から省略された機能は、「指紋センサー」「NFC」「Felica」などです。また、
背面の「広角カメラ」が省略されてシングルカメラとなっています。しかし、
SHV45の使いやすさはそのままで、基本機能は揃っていますので、ベーシッ
クモデルとして購入しやすい機種です。

SHV45との違いMEMO
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タップする

フリックする

スライドする

ステータスパネルの機能ボタン

ステータスパネルを展開する

ステータスパネルを
利用する
機能ボタンは、SHV48の主な機能をかんたんに切り替えられるほ
か、状態もひと目でわかるようになっています。ほかにもドラッグ操
作で画面の明るさも調節できます。

タップで機能ボタンのオン／オフを切り替えられるだけでなく、機能ボタンによっては、機
能をロングタッチすると詳細な設定が表示されるものもあります。

ロングタッチすると
詳細な設定が
表示される

画面の明るさを
調節できるオン／オフを

切り替えられる1 ステータスバーを下方向にスライ
ドすると、ステータスパネルと機
能ボタンが表示されます。機能ボ
タンをタップすると、オン／オフを
切り替えることができます。

2 機能ボタンが表示された状態で、
さらに下方向にスライドすると、ス
テータスパネルが展開されます。

3 ステータスパネルの画面を左方向
にフリックすると、次のパネルに
切り替わります。

機能ボタン オンにしたときの動作

Wi-Fi Wi-Fi（無線LAN）をオンにし、アクセスポイントを表示します
（P.180参照）。

Bluetooth Bluetoothをオンにします（P.184参照）。

マナーモード マナーモードを切り替えます（P.55参照）。

ライト SHV48の背面のライトを点灯します。

自動回転 SHV48を横向きにすると、画面も横向きに表示されます。

機内モード すべての通信をオフにします。

現在地 位置情報をオンにします。

リラックスビュー 目の疲れない暗めの画面になります（P.162参照）。

のぞき見ブロック 周囲の人から画面が見にくくなります（P.161参照）。

アクセスポイント Wi-Fiテザリングをオンにします（P.182参照）。

長エネスイッチ バッテリーの消費を抑えます（P.178参照）。

同期 Googleサービスの自動同期を有効にします（P.35参照）。

キャスト 対応ディスプレイやパソコンにWi-Fiで画面を表示します。
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ステータスバーを2本指で下方
向にスライドして、ステータスパ
ネルを展開することもできます。
ステータスパネルを非表示にす
るには、上方向にスライドします。

そのほかの表示方法MEMO
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スピーカーオン
／オフ

ダイヤルキーを表示

マイクオン／オフ

音声通話を追加

保留

Application
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電話をかける・受ける
電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム
画面のアイコンからかんたんに電話を発信でき、着信時はスワイプ
またはタップ操作で通話を開始できます。

電話をかける

3 相手の電話番号をタップして入力
し、 をタップすると、電話が発
信されます。

4 相手が応答すると通話が始まりま
す。 をタップすると、通話が終
了します。

1 ホーム画面で をタップします。

2 「電話」アプリが起動します。
をタップします。

タップする

タップする

タップする

1 タップする
2 タップする

電話を受ける

3 をタップすると、通話が終了し
ます。1 電話がかかってくると、着信画面

が表示されます（スリープ状態の
場合）。 を上方向にスワイプし
ます。また、画面上部に通知で
表示された場合は、＜電話に出
る＞をタップします。

2 相手との通話が始まります。通
話中にアイコンをタップすると、ダ
イヤルキーなどの機能を利用でき
ます。

タップする

スワイプする

SHV48では、電源ボタンで通
話を終了することもできます。
ホーム画面で＜設定＞→＜ユー
ザー補助＞の順にタップし、画
面を上方向にスワイプして、＜電
源ボタンで通話を終了＞をタップ
します。片手しか使えないとき
などに便利です。

電源ボタンで
通話を終了MEMO

タップしてオンにする
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SHV48では、「Chrome」アプリでWebページを閲覧することがで
きます。Googleアカウントでログインすることで、パソコン用の
「Google Chrome」とブックマークや履歴の共有が行えます。

Webページを閲覧する

20

Webページを閲覧する

3 「アドレス入力欄」をタップし、
URLを入力して、＜実行＞をタッ
プします。

4 入力したURLのWebページが表
示されます。

1 ホーム画面を表示して、 をタッ
プします。初回起動時はアカウン
トの確認画面が表示されるので、
＜同意して続行＞をタップし、
「Chromeにログイン」画面でア
カウントを選択して＜続行＞→
＜OK＞の順にタップします。

2 「Chrome」アプリが起動して、
Webページが表示されます。「ア
ドレス入力欄」が表示されない場
合は、画面を下方向にフリックす
ると表示されます。

タップする

フリックする

2 タップする

1 入力する

タップする

Webページを移動・更新する

3 画面右上の をタップして、 を
タップすると、前のページに進み
ます。

4 をタップして、 をタップすると、
表示しているページが更新されま
す。

1 Webページの閲覧中に、リンク
先のページに移動したい場合、
ページ内のリンクをタップします。

2 ページが移動します。 をタップ
すると、タップした回数分だけペー
ジが戻ります。

「Chrome」アプリの更新があ
る場合、手順 1 の画面で、右上
の が になっていることがあ
りま す。 その場合は、 →
＜Chromeを更新＞→＜更新＞
の順にタップして「Chrome」
アプリを更新しましょう。

「Chrome」アプリの
更新MEMO

タップする

タップする

タップする
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SHV48の「auメール」アプリでauメールを作成する方法や、返
信する方法を紹介します。auメールには写真などを添付して送るこ
ともできます。

auメールを利用する

26
Application

auメールを新規作成する

3 件名と本文を入力し、＜送信＞を
タップします。

4 確認画面が表示されるので、
＜OK＞をタップすると、メールが
送信されます。

2 「To」欄に宛先のメールアドレス
を入力します。 をタップすると、
「連絡先」から読み込むことがで
きます。

1 アプリ一覧画面で をタップして
アプリを起動し、＜作成＞をタッ
プします。

タップする

入力する

2 タップする1 入力する

タップする

写真を添付して送信する

1 P.70手順 3 の画面で、＜添付＞
をタップします。アクセス許可を
求める画面が表示されたら、＜許
可＞をタップします。

3 メールに写真が添付されたのを確
認し、＜送信＞をタップします。

2 SHV48内の写真が表示されるの
で、添付したい写真をタップしま
す。

4 ＜OK＞をタップすると、メールが
送信されます。

添付する画像のサイズが大きい
と、自動的に適正なサイズに変
更されて送信されます。

写真のサイズが
大きい場合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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SHV48は、Google Playに公開されているアプリをインストールす
ることで、さまざまな機能を利用することができます。まずは、目的
のアプリを探す方法を解説します。

Google Playで
アプリを検索する

31
Application

アプリを検索する

タップする

タップする

3 アプリのカテゴリが表示されます。
画面を上下にスライドします。

4 見たいジャンル（ここでは＜カス
タマイズ＞）をタップします。

1 Google Playを利用するには、
ホーム画面で＜Playストア＞を
タップします。

2 「Playストア」アプリが起動する
ので、＜アプリ＞をタップし、＜カ
テゴリ＞をタップします。

1 タップする

2 タップする

スライドする

タップする

Google Playでは、キーワード
からアプリを検索できます。検索
機能を利用するには、手順 2 の
画面で画面上部の検索ボックスを
タップしてキーワードを入力し、
キーボードの をタップします。

キーワードでの検索MEMO

7 アプリの詳細な情報が表示されま
す。人気のアプリでは、ユーザー
レビューも読めます。

5 「カスタマイズ」のアプリが表示さ
れます。上方向にスライドし、人
気ランキングの をタップします。

6 「無料」のアプリが一覧で表示さ
れます。詳細を確認したいアプリ
をタップします。なお、画面を左
方向にフリックするごとに、「急上
昇」「売上トップ」「有料トップ」
のアプリが表示されます。

2 タップする

1 スライドする

1 入力する

2 タップする
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Section
動画を撮影する

写真を撮影する

Application

写真や動画を撮影する
SHV48には高性能なカメラが搭載されており、さまざまなシーンに
合わせて活用できます。写真や動画を手軽に美しく撮影できるほ
か、連続撮影やズーム機能を利用可能です。

Application

ホーム画面で をタップし
ます。初めて起動したとき
はカメラの解説画面が表
示されるので、＜次へ＞を
3回タップして、＜使って
みる＞をタップします。

1

＜写真＞をタップし、ピン
トを合わせたい場所をタッ
プします。 をタップして、
写真を撮影します。

2

撮影が完了すると、右上
に撮影した写真のサムネ
イルが表示されます。サム
ネイルをタップすることで、
撮影した写真を確認できま
す。

3

タップする

2 タップする

3 タップする

1 タップする

タップする

カメラを起動し、＜ビデ
オ＞をタップします。撮
影画面が表示されたら
をタップします。

1

動画の撮影が開始され
ます。画面上部に撮影
時間が表示されます。
撮影を終了する場合
は、 をタップします。

2

動画の撮影を終えると、
右上に撮影した動画の
サムネイルが表示されま
す。サムネイルをタップ
します。

3

をタップすると、撮影
した動画を再生できま
す。 をタップすると、
「カメラ」アプリの画面
に戻ります。

4

タップする

タップする

タップする

タップする

撮影時間が表示される

2 タップする

1 タップする
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タップする

タップする

タップする

1 スライドする

2 タップする

1 P.126手順 1を参考に「サービ
スTOP」アプリを起動して、＜す
べて＞をタップします。

3 更新したいアプリを選択します。
ここでは「SATCH VIEWER」
アプリの＜ダウンロード＞をタップ
します。

4 ＜アップデート＞をタップして、
＜承諾する＞→＜はい＞の順に
タップします。

2 画面を上方向にスライドして、
＜auサービス一覧＞をタップしま
す。

手動で更新する

1 スライドする

2 タップする

44
auのアプリを
アップデートする
auのサービスを使う前に、SHV48に搭載されているauアプリを最
新のバージョンに更新しましょう。auアプリの更新は「サービス
TOP」アプリで行うことができます。

自動更新を有効にする

1 アプリ一覧画面で＜サービス
TOP＞→＜サービス…＞→＜は
じめる＞→＜OK＞→＜スキッ
プ＞の順にタップします。

3 画面を上方向にスライドして、＜ア
プリ設定＞をタップします。

2 画面右下の＜メニュー＞をタップ
してメニューを表示し、＜設定＞
をタップします。

4 ＜自動アップデート設定＞をタップ
して、＜自動アップデートする＞
→＜OK＞の順にタップします。

タップする

タップする

タップする
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タップする

「ダウンロード確認」画面が表示
されたら、＜はい＞をタップします。3

情報の外部送信についての画面
が表示された場合は、＜承諾す
る＞をタップします。

2
「インストール完了」画面が表示
されたら、＜アプリ起動＞をタップ
し、画面の指示に従います。

4

P.136 ～ 137を参考にアプリの
詳細画面を表示し、＜アプリを使
う＞をタップします。

1

アプリをインストールする

Google Playで目的の無料アプリを見つけたら、インストールして
みましょう。なお、不要になったアプリは、Google Playからアンイ
ンストール（削除）できます。

48
アプリをインストール・
アンインストールする

タップする

タップする

タップする

タップする

1 P.136手順 1を参考に「auスマー
トパス」アプリを起動し、メニュー
をタップします。

3 アンインストールしたいアプリを
タップします。

4

5 アンインストール画面が表示され
るので、＜はい＞をタップすると、
アンインストールが実行されます。

2 表示されたメニューから、＜マイア
プリ＞をタップします。

アプリをアンインストールする

アプリの詳細な情報が表示されま
す。＜アンインストール＞をタップ
します。

タップする

タップする

タップする

タップする
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暗証番号で画面のロックを解除する

画面ロックに暗証番号を設定する

53
画面ロックに暗証番号を
設定する
SHV48は、「ロックNo.（PIN）」を使用して画面にロックをかける
ことができます。なお、ロック時の通知設定をあとから変更する場
合は、P.146MEMOの画面で設定します。

3 4桁以上の数字を入力し、＜次
へ＞をタップして、次の画面でも
再度同じ数字を入力し、＜確認＞
をタップします。

4 ロック時の通知についての設定画
面が表示されます。表示する内容
をタップしてオンにし、＜完了＞を
タップすると、設定完了です。

2 ＜ロックNo.（PIN）＞をタップし
ます。「ロックNo.（PIN）」とは
画面ロックの解除に必要な暗証
番号のことです。

1 ホーム画面で＜設定＞をタップ
し、＜セキュリティと現在地情報＞
→＜画面ロック＞の順にタップし
ます。

タップする

タップする

1 入力する

2 タップする

2 タップする

1 タップする

設定した暗証番号を変更するに
は、P.150手順 1 で＜画面ロッ
ク＞をタップし、現在の暗証番号
を入力して＜次へ＞をタップしま
す。表示される画面で＜ロック
No.（PIN）＞をタップすると、
暗証番号を再設定できます。初
期状態に戻すには、＜スワイプ＞
→＜無効にする＞の順にタップし
ます。

暗証番号の変更MEMO

3 P.150手順 3で設定した暗証番
号（ロックNo.（PIN））を入力し
て、 をタップすると、画面のロッ
クが解除されます。

1 スリープモード（Sec.02参照）
の状態で、電源キーを押します。

2 ロック画面が表示されます。上に
スワイプします。

タップする

押す

スワイプする

2 タップする

1 入力する

Application
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