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Galaxy A41とは
Galaxy A41（以降A41）は、ドコモから発売されているサムスン電
子製のスマートフォンです。シリーズの中ではミドル機種ですが、
4800万 画 素（F2.0）のリアカメラ、6.1インチ FHD+の 画 面、
3,500mAhのバッテリー容量を備えた、高スペックなスマホです。

各部名称を覚える

❶ 受話口

❷ ディスプレイ
（タッチスクリーン）

❸ フロントカメラ

❹ 照度センサー

❺ 指紋センサー

❻ 音量キー

❼ 電源／画面ロックキー

❽ ヘッドホン接続端子

❾ USB Type-C接続端子

� 送話口／マイク

� スピーカー

� ドコモnanoUIMカード／
microSDメモリカードトレイ

� 送話口／マイク

� フラッシュ／ライト

� リアカメラ
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A41の特徴

●高性能カメラ（Sec.43〜 44参照）

●エッジパネル（Sec.50参照） ●セキュリティフォルダ（Sec.53参照）

リアカメラに広角と超広角の2つのレンズ
を備え、8倍のデジタルズームが可能で
す。ライブフォーカスや被写体に最適化
された効果を、リアルタイムでファインダー
（画面）で確認して撮影することができま
す。

ロックをかけて、プライベートなファ
イルや、ほかの人に使われたくな
いアプリを保存できるフォルダです。
保存したファイルやアプリは独立動
作するので、スマホ内のもう1台の
スマホのように使うこともできます。

画面の右端をスワイプすると表示さ
れるGalaxyオリジナルのランチャー
です。アプリ、連絡先、ブックマー
クのなどパネルが用意されているほ
か、ウィジェットのように使えるパネ
ルもあります。
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ボタンの操作
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基本操作を覚える
A41の操作は、タッチスクリーンと本体下部のボタンを、指でタッ
チやスワイプ、またはタップすることで行います。ここでは、ボタン
の役割、ホーム画面の操作を紹介します。

戻るボタン

ホームボタン

履歴ボタン

ナビゲーションバーは、履歴ボ
タンと戻るボタンの位置を逆にし
たり、ボタンを非表示にして画
面を広く使えるようにすることも
できます（Sec.60参照）。ボタ
ンを非表示にした場合は、画面
の最下部に表示されたバーを上
にスワイプして操作します。

ナビゲーションバーを
カスタマイズするMEMO

履歴ボタン 最近操作したアプリが一覧表示されます（P.17参照）。

ホームボタン
ホーム画面が表示されます。一番左のホーム画面以外を表示している
場合は、一番左の画面に戻ります。ロングタッチでGoogleアシスタント
（Sec.33参照）が起動します。

戻るボタン 1つ前の画面に戻ります。
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ホーム画面の見かた

ステータスバー
状態を表示するステータスアイコンや、
通知アイコンが表示されます（P.14参照）。

ナビゲーションバー
A41を操作するボタンです（P.12参照）。

ドック
タップすると、アプ
リが起動します。な
お、この場所に表示
されているアイコン
は、どのホーム画面
にも表示されます。

エッジパネルハンドル
画面の中央に向かって
スワイプすると、エッ
ジパネルが表示されま
す（Sec.50参照）。アプリアイコンと

フォルダ
タップするとアプリ
が起動したり、フォ
ルダの内容が表示さ
れます。

ウィジェット
アプリが取得した情報の表示や、設
定の切り替えができます。タップす
るとアプリが起動します（Sec.55
参照）。

すべてのアプリボタン
タップすると、A41にイン
ストールしている、すべて
のアプリのアイコンが表示
されます（P.16参照）。

クイック検索ボックス
タップすると、検索画面や
トピックが表示されます。
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Section09
ドコモのIDとパスワード
を設定する
A41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。

dアカウントとは

Application

「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アカウントを発行して、A41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。
また、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「My docomo（お客様サポート）」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つけましょう。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、変更を促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。

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

My docomo（Sec.35参照）や、各種電話サービスを利用する際に
必要。

dアカウント／ 
パスワード ドコモのサービスを利用する際に必要。

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。初期値
は「0000」だが、変更が必要（P.30参照）。

dアカウントの発行手順は、FOMA ／ LTE接続時とWi-Fi接続時で少し異なり
ます。Wi-Fi接続時は、dアカウントの発行画面で電話番号とネットワーク暗証
番号を入力して、届いたSMSに記載されているワンタイムパスワードを入力し
てdアカウントを登録します。本書では、FOMA ／ LTE接続時の発行方法を説
明しています。

dアカウントの発行手順MEMO
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dアカウントを設定する

4 ［dアカウント設定］画面が表示さ
れので、＜次＞をタップして進み
ます。＜新たにdアカウントを作
成＞をタップします。

5 ネットワーク暗証番号（P.26参
照）を入力し、＜OK＞をタップし
ます。

1 ［設定］画面を開いて、＜ドコモ
のサービス／クラウド＞をタップし
ます。

2 ＜dアカウント設定＞をタップしま
す。

3 ［ご利用にあたって］画面が表示
されたら、内容を確認して、＜同
意する＞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

1 入力する

2 タップする
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Section

アプリを検索する

A41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

29

3 ［アプリ］の［カテゴリ］画面が
表示されます。［人気のカテゴリ］
を上下にスワイプして、ジャンルを
探します。

4 見たいジャンル（ここでは＜エンタ
メ＞）をタップします。2 利用規約が表示されたら、＜同

意する＞をタップします。［Playス
トア］アプリが起動して、Google 
Playのトップページが表示されま
す。＜アプリ＞→＜カテゴリ＞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。

タップする

タップする

スワイプする

1 タップする

2 タップする

Application
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5 無料アプリの人気ランキングが表
示されます。＜急上昇＞をタップ
します。

6 ［急上昇］カテゴリのランキングを
見ることができます。＜無料＞、
＜売上トップ＞をタップすること
で、それぞれのランキングを見るこ
とができます。詳細を確認したい
アプリをタップします。

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。

タップする

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、画面上
部にある検索ボックスや をタッ
プし、検索欄にキーワードを入力
して、 をタップします。

キーワードで検索するMEMO

1 入力する

2 タップする
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Section

エッジパネルを利用する
エッジパネルは、どんな画面からもすぐに目的の操作を行える便利
な機能です。よく使うアプリを表示したり、ほかの機能のエッジパ
ネルを追加したりすることもできます。

スワイプする

タップする

50

エッジパネルを操作する

標準ではエッジパネルハンドル
は、画面の右側面上部あたりに
表示されていますが、ロングタッ
チしてドラッグすることで、上下
や左側面に移動することができ
ます。また、P.137手順 2 の
画面で、 →＜ハンドル設定＞
をタップすると、色の変更など
もできます。

エッジパネルハンドル
の場所を移動するMEMO

エッジパネルハンドルを画面の中
央に向かってスワイプします。1 パネルの表示が消え、元の画面

に戻ります。3

［アプリ］パネルが表示されます。
複数のエッジパネルを使用してい
る場合は、画面を左右にスワイプ
すると、パネルが切り替わります。
パネル以外の部分をタップする
か、 をタップします。

2

Application
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そのほかのエッジパネル

エッジパネルは、エッジパネルハンドルが表示されている画面では、いつでも利用するこ
とができます。標準では［アプリ］パネルしか表示されませんが、ほかにもすぐに利用で
きるパネルがあります。また、Galaxy Storeでは、無料、有料のパネルが多数提供され
ており、追加することができます（P.137参照）。あらかじめ用意されているものの中から
いくつかお勧めを紹介します。

●ツール●アプリ ●スマート選択

アプリのアイコ
ンをタップする
ことで、起動す
ることができま
す。フォルダや
分割表示するア
プリセットを登
録することもで
きます。

画面の領域を選択
し、画像として切
り取ったり、動画
であればGIFアニ
メーションを作成
することができま
す。

各種ツールを利用することができま
す。初期状態では「コンパス」が選
択されていますが、画面の左のツー
ル名をタップすることで、表示する
ツールを切り替えることができま
す。
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