
Section
ホーム画面を左右に切り替える

ホーム画面の見方

タッチスクリーンの基本的な操作方法を理解したら、ホーム画面の
見方や使い方を覚えましょう。本書ではホームアプリを「docomo 
LIVE UX」に設定した状態で解説を行っています。

ホーム画面の使い方
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ステータスバー
ステータスアイコ
ンや通知アイコン
が表示されます
（P.16～17参照）。

ウィジェット
アプリが取得した
情報を表示した
り、設定のオン／
オフを切り替えた
りすることができ
ます（P.22参照）。

マチキャラ
タップすると、知
りたいことに応え
てくれます（Sec.
40参照）。

フォルダ
アプリアイコンを
1箇所にまとめる
ことができます。

アプリアイコン
「dメニュー」など
のアプリのアイコ
ンが表示されます。

ドック
ホーム画面を切り
替えても常に同じ
アプリアイコンが
表示されます。

アプリ一覧ボタン
すべてのアプリを
表示します。

マイマガジンボタン
タップすると、ユーザーが選ん
だジャンルの記事を表示する
「マイマガジン」を利用できま
す。

インジケーター
現在見ているホーム画面の
位置を示します。左右にス
ワイプ（フリック）したと
きに表示されます。

ホーム画面を上方向にスワイプ
すると、マイマガジンボタンを
タップしなくても「マイマガジン」
を利用することができます。

ホーム画面を上下に
スワイプMEMO

1 ホーム画面は、左右に切り替える
ことができます。まずは、ホーム
画面を左方向にスワイプ（フリッ
ク）します。

3 ホーム画面を右方向にスワイプ
（フリック）すると、もとの画面に
戻ります。

2 ホーム画面が、1つ右の画面に
切り替わります。

スワイプする
スワイプする

スワイプする

OS・Hardware
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Section
キーボードを使う準備をする 

SO-41Aの文字入力方法

文字を入力する

09

SO-41Aでは、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。「12キー」
（一般的な携帯電話の入力方法）や「QWERTY」などを切り替
えて使用できます。

SO-41Aには、携帯電話で一般的な「12キー」、パソコンと同じ「QWERTY」
のほか、音声入力の「音声入力」、手書き入力の「手書き」、「12キー」や

「QWERTY」とは異なるキー配置のローマ字入力の「GODAN」の5種類の
入力方法があります。なお、本書では音声入力、手書き、GODANは解説しま
せん。

5種類の入力方法MEMO

QWERTY

ローマ字入力

12キー

かな入力

音声入力

音声入力

GODAN

ローマ字入力

手書き

手書き入力

Application

4 追加したいキーボードをタップして
選択し、＜完了＞をタップします。 1 初めてキーボードを使う場合は、

「入力レイアウトの選択」画面が
表示されます。＜スキップ＞をタッ
プします。 

2 12キーのキーボードが表示されま
す。 をタップします。 

タップする

タップする

5 キーボードが追加されます。 を
2回タップすると手順 2 の画面に
戻ります。 

タップする

タップする

3 ＜言語＞→＜キーボードを追加＞
→＜日本語＞の順にタップしま
す。 

キーボードを追加したあとは手
順 2 の画面で が に切り替わ
るので、 をロングタッチしま
す。切り替えられるキーボードが
表示されるので、切り替えたい
キーボードをタップすると、キー
ボードが切り替わります。 

キーボードの切り替え MEMO

2 タップする
1 ロングタッチする 

2 タップする

1 タップする
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Section
電話を受ける

電話をかける

Application

13

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、着信時はドラッグ
またはタップ操作で通話を開始できます。

電話をかける・受ける

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。＜ダ
イヤル＞をタップします。

タップする

タップする

タップする

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

SO-41Aでは、着信中に特定の
ジェスチャーを行うことで、電話
に応答したり、拒否したりできる

「スグ電」が利用可能です。P.44
の手順 1 で「電話」アプリを起
動し、右上の をタップし、＜設
定＞→＜通話＞→＜スグ電設定＞
の順にタップして設定を行うこと
で、下記のようなジェスチャーで
操作できます。

スグ電とはMEMO

耳元に当てる 電話に応答する

2回振る 電話を拒否する

下向きに置く 着信音を消す

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

2 タップする1 タップする

44 45

2 2



Section
マナーモードを設定する

音楽やアラームなどの音量を調節する

Application

音量は「設定」アプリから変更できます。また、マナーモードはバ
イブレーションがオン／オフの2つのモードがあります。なお、マナー
モード中でも、動画や音楽などの音声は消音されません。

音量・マナーモード・
操作音を設定する

20

3 手順 2と同じ方法で、「着信音と
通知音の音量」や「アラームの
音量」も調節できます。

4 画面左上の をタップして、設定
を完了します。

1 P.18を参考に「設定」アプリを
起動して、＜音設定＞をタップし
ます。

2 「音設定」画面が表示されます。
「メディアの音量」の を左右に
ドラッグして音楽や動画の音量を
調節します。

タップする

ドラッグする

ドラッグする

タップする

4 アイコンが になり、バイブレー
ションもオフになったマナーモード
になります（アラームや動画、音
楽は鳴ります）。 をタップすると
に戻ります。

1 本体の右側面にある音量キーを
押します。

2 をタップします。

3 アイコンが になり、バイブレー
ションのみのマナーモードになりま
す。 をタップします。

バイブレーションもオフに
なったマナーモードになる

バイブレーションのみの
マナーモードになる

押す

タップする

タップする
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Section

SO-41Aでは、「Chrome」アプリでWebページを閲覧できます。
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

21

Webページを閲覧する

3 「アドレスバー」をタップし、URL
を入力して、 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
ドレスバー」が表示されない場合
は、画面を下方向にスライドする
と表示されます。

スライドする

2 タップする

1 入力する
タップする

Application

Webページを移動・更新する

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。

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。

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。

タップする

タップする

タップする

タップする

「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
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Section

SO-41AにGoogleアカウントを登録しておけば（Sec.11参照）、
すぐにGmailを利用することができます。パソコンでラベルや振分
け設定を行うことで、より便利に利用できます。

Gmailを利用する

30
Application

受信したメールを閲覧する

Gmailを使用する前に、Sec.
11の 方 法であらかじめSO-
41Aに自分のGoogleアカウン
トを設定しましょう。P.37手順

15の画面で「Gmail」をオンに
しておくと、Gmailも自動的に
同期されます。すでにGmailを
使用している場合は、受信トレ
イの内容がそのままSO-41Aで
も表示されます。

Googleアカウントの
同期MEMO

3 メールの差出人やメール受信日
時、メール内容が表示されます。
画面左上の をタップすると、受
信トレイに戻ります。なお、 をタッ
プすると、返信することもできま
す。

2 「ようこそ」と表示されたら、＜次
へ＞→＜OK＞の順にタップする
と、「メイン」画面が表示されます。
画面を上方向にスライドして、読
みたいメールをタップします。

1 ホーム画面で＜アプリ一覧ボタ
ン＞をタップし、＜Gmail＞をタッ
プします。「Gmailの新機能」画
面が表示された場合は、＜OK＞
→＜GMAILに移動＞の順にタッ
プします。

タップする
タップする

2 タップする

1 スライドする

返信する

メールを送信する

「Gmail」の画面を左端から右
方向にフリックすると、メニュー
が表示されます。メニューでは、
「メイン」以外のカテゴリやラベ
ルを表示したり、送信済みメー
ルを表示したりできます。なお、
ラベルの作成や振分け設定は、
パソコン のWebブ ラウ ザ で
「https://mail.google.com/」
にアクセスして行います。

メニューの表示MEMO

3 件名とメールの内容を入力し、
をタップすると、メールが送信され
ます。

2 メールの「作成」画面が表示さ
れます。＜To＞をタップして、メー
ルアドレスを入力します。「連絡
先」アプリ内の連絡先であれば、
表示される候補をタップします。

1 P.90を参考に「メイン」などの
画面を表示して、 をタップしま
す。

入力する

2 タップする

1 入力する

タップする
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Section

●アプリをアップデートする ●アプリをアンインストールする

アプリをアップデートする／アンインストールする

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。

アプリをインストール・
アンインストールする

34
Application

ホーム画面にアイコンを追加し
たくない場合は、ホーム画面の
何もないところをロングタッチ
し、＜ホームの設定＞→＜ホーム
画面にアイコンを追加＞の順に
タップして を にします。

ホーム画面にアイコン
を追加しない設定MEMO

3 アプリのダウンロードとインストー
ルが開始されます。

4 アプリのインストールが完了しま
す。アプリを起動するには、＜開
く＞をタップするか、ホーム画面に
追加されたアイコンをタップします。

1 Google Playでアプリの詳細画
面を表示し（P.99手順 6 ～ 7 参
照）、＜インストール＞をタップしま
す。

2 初回は「アカウント設定の完了」
画面が表示されるので、＜次へ＞
をタップします。支払い方法の選
択では＜スキップ＞をタップしま
す。

タップする

タップする

タップする

アプリがインストールされる

1 「マイアプリ＆ゲーム」画面で＜イ
ンストール済み＞をタップし、アン
インストールしたいアプリをタップし
ます。

2 アプリの詳細が表示されます。
＜アンインストール＞をタップし、
＜OK＞をタップするとアンインス
トールされます。このとき、削除
理由のアンケートが表示される場
合があります。

1 「Google Play」画面の左端か
ら中央に向けてフリックし、表示
されるメニューの＜マイアプリ＆
ゲーム＞をタップします。

2 アップデート可能なアプリがある
場合、「アップデート利用可能」
に一覧が表示されます。＜すべ
て更新＞をタップすると、アプリ
が一括で更新されます。

1 タップする

2 タップする
2 タップする

1 フリックする

タップする

タップする

ドコモで提供されているアプリは、上記の方法ではアップデートやアンインストー
ルが行えないことがあります。詳しくは、Sec.41を参照してください。

ドコモのアプリのアップデートとアンインストールMEMO
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Section

Application

SO-41Aは高解像度・高感度の最新式カメラを搭載しています。
「フォト」や「ビデオ」などの撮影モードのほか、さまざまな撮影オ
プションを利用することができます。

写真や動画を撮影する

47

「カメラ」アプリの初期設定を行う

タップする

タップする

タップする

タップする

2 「撮影場所を記録しますか？」と
表示されたら、＜いいえ＞もしくは
＜はい＞をタップします。

3 「このデバイスの位置情報へのア
クセスを「カメラ」に許可します
か？」と表示されたら、＜常に許
可＞、＜アプリの使用中のみ許
可＞、＜許可しない＞のいずれか
タップします（P.135MEMO参
照）。

4 超広角レンズ補正についての説
明が表示されたら、＜了解＞をタッ
プします。カメラが起動して利用
可能になります。カメラが起動し
て利用可能になります。

1 ホーム画面を2回左にフリックして
＜カメラ＞をタップします。

写真を撮影する

タップする

タップする

本体を横向きにしています

倍率が表示される

サムネイルが表示される

P.134手順 2 で＜はい＞、手順 3 で＜アプリの使用中のみ許可＞をタップする
と、撮影した写真に自動的に撮影場所の情報（ジオタグ）が記録されます。自
宅や職場など、位置を知られたくない場所で撮影する場合は、オフにしましょう。
ジオタグのオン／オフは、手順 1 の画面で をタップして、＜位置情報を保存＞
をタップすると変更できます。

ジオタグの有効／無効MEMO

1 P.134を 参 考 に
「カメラ」アプリを
起動します。画面
にタッチし、ピンチ
イン／ピンチアウト
すると、ズームアウ
ト／ズームインで
き、画面上に倍率
が表示されます。

2 ピントを合わせたい
場 所 がある場 合
は、画面をタップす
るとすぐにピントが
合います。 をタッ
プすると、写真を
撮影します。

3 撮 影が 終わると、
画面右上に撮影し
た写真のサムネイ
ルが表示されます。
撮影を終了するに
は （本体が縦向
きの場合は ）を
タップします。

タップするとピントが合う

ピンチイン／
ピンチアウトする

134 135
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Section
ショートカットを作成・移動する

ホーム画面には、好きなアプリのショートカットを自由に配置してア
プリをすばやく起動することができます。また、フォルダを作成して、
ショートカットをまとめることもできます。

ホーム画面を
カスタマイズする

50
1 アプリ一覧画面で、ショートカット

を作成したいアプリのアイコンをロ
ングタッチします。

3 ホーム画面にアプリのショートカッ
トが作成されます。再びショートカッ
トを移動させたいときは、目的の
ショートカットをロングタッチします。

4 ドラッグして任意の位置へ移動さ
せます。画面端までドラッグする
と、左右のホーム画面にも移動
できます。 削除するには、画面
上部の「削除」までドラッグしま
す。

2 メニューが表示されるので、＜ホー
ム画面に追加＞をタップします。

ロングタッチするロングタッチする

Application

アプリアイコンを並べ替える

1 ホーム画面で＜アプリ一覧ボタ
ン＞をタップします。 3 アプリ名順にアイコンが並べ替え

られました。

タップする

2 「すべてのアプリ」が表示された
右上端の をタップすると、並べ
替え方法が表示されるので、ここ
では＜アプリ名順＞をタップしま
す。

手順 2 で、画面上部にある検索
窓に、アプリ名を入力すること
で、アプリを検索することができ
ます。1文 字 入 力 するごとに、
候補が絞られ、該当するアプリ
が表示されます。

アプリ名で検索するMEMO

2 タップする

1 タップする

入力する

タップする ドラッグする

152 153
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Section

Application

手順 2 の画面に表示されるサイ
ドセンスメニューには、使用状況
から予測されたアプリが自動的
に一覧表示されます。そのほか、
画面の側面もしくはサイドバーを
下方向にスライドするとバック操
作（直前の画面に戻る操作）に
なり、上方向にスライドすると

「21：9マルチウィンドウ」メニュー
（P.20参照）を表示します。

サイドセンスを利用する

サイドセンスをオンにする

サイドセンスで操作を
快適にする
SO-41Aには、「サイドセンス」という機能があります。画面右端に
表示されるサイドセンスバーをダブルタップしてメニューを表示したり、
スライドしてバック操作を行ったりすることが可能です。

58

タップする

タップする

3 ＜OFF＞になっている場合はタッ
プして、 を にします。

2 ＜サイドセンス＞をタップします。

1 アプリ一覧画面で＜設定＞をタッ
プし、＜画面設定＞→＜詳細設
定＞の順にタップします。

手順 3 の画面で＜サイドセンス
バーの感度調整＞をタップする
と、ダブルタップの感度などを
調整できます。また、＜サイド
センスバーの操作範囲＞をタッ
プすると、ダブルタップが有効な
範囲の変更が可能です。

サイドセンスの
動作設定MEMO

タップする

3 タップしたアプリが起動します。

2 サイドセンスメニューが表示されま
す。上下にドラッグして位置を調
節し、起動したいアプリ（ここで
は＜Chrome＞）をタップします。

1 画面右側のサイドバーをダブル
タップします。なお、ダブルタップ
が有効な範囲については、P.166
MEMOを参照してください。初回
は＜始める＞をタップします。

サイドセンスの
そのほかの機能MEMO

1ドラッグする 2 タップする

ダブルタップする

スライドする

166 167
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