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OS・Hardware

ホーム画面で、 をタップします。1 ホーム画面を上方向、または下
方向にフリックします。1

アプリ一覧画面が表示されます。
アイコンをタップすると、アプリが
起動します。

2アプリ一覧画面が表示されます。
アイコンをタップすると、アプリが
起動します。
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ドコモ版とau版の違い01
Galaxy Note20 
Ultra 5Gについて
Galaxy Note20 Ultra 5G（以降Note20）は、ドコモとauが販売
しているAndroidスマートフォンです。Sペンと呼ばれるペンを内蔵し、
ノートのようにメモを取ったりできるのが特徴です。

各部名称を覚える

❶ フロントカメラ

❷ ディスプレイ（タッチスク
リーン）・エッジスクリーン

❸ 指紋センサー

❹ 受話口／スピーカー

❺ SIMカード／ microSD
メモリカードトレイ

❻ 送話口／マイク（上部）

❼ 送話口／マイク（下部）

❽ USB Type-C接続端子

❾ スピーカー

10 音量キー

11 サイドキー

12 近接・照度センサー

13 フラッシュ／ライト

14 リアカメラ

15 マイク（背面）

16 ワイヤレス充電位置

17 ペンボタン
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本書の解説は、ドコモ版のSC-53A、au版のSCG06の両方に対応しています。両者の
一番大きな違いはホーム画面のアプリがドコモ版は「docomo LIVE UX」、au版が「One 
UI ホーム」を採用していることです。このため、ホーム画面の操作や、アプリ一覧画面
の表示方法が異なります。本書ではSCG06の「One UI ホーム」を基本に解説しますが、
ドコモ版とau版で操作が異なる場合は、都度注釈を入れています。

●ドコモ版でアプリ一覧画面を表示する ●au版でアプリ一覧画面を表示する

ドコモ版でOne UIホームを利用するには、アプリ一覧で＜設定＞をタップし、＜ア
プリ＞→ →＜標準アプリ＞→＜ホームアプリ＞で、＜One UIホーム＞をタップ
します。

ドコモ版をOne UIホームにするMEMO

フリックするタップする
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Section12

Note20では、電話に応答できないときに、本体に発信者からのメッ
セージを記録する伝言メモ機能を利用することができます。ドコモ
やauが提供する留守番電話サービスとの違いも確認しましょう。

伝言メモを利用する

3 ＜メッセージで自動応答＞（初期
状態は「手動」で伝言メモはオフ）
をタップします。

4 伝言メモを設定するには、＜毎
回＞または＜バイブ／サイレント
設定中は有効＞をタップします。
ここでは＜毎回＞をタップします。

2 ＜伝言メモ設定＞をタップします。

1 ホーム画面で をタップし、右上
の をタップして＜設定＞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

伝言メモを設定する

1 不在着信があると、ステータス
バーに通知アイコンが表示される
ので、ステータスバーを下方向に
スライドします。

3 再生していないメッセージには
が表示されます。再生したいメッ
セージをタップします。

4 メッセージが再生されます。再生
が終了したら をタップします。メッ
セージを削除するときは、手順 3

の画面で削除したいメッセージをロ
ングタッチし、＜削除＞をタップし
ます。

2 通知パネルが表示されます。伝
言メモがあると、＜新しい録音メッ
セージ＞と通知に表示されるの
で、タップして詳細を表示し、聞
きたい伝言をタップします。

タップする

タップする

タップする

スライドする

伝言メモは料金がかかりません
が、電波の届かない場所では利
用できません。ドコモとauでは、
電話が届かない場所でも留守番
電話が使えるサービス（有料）
を提供しています。電波が届く
場所では伝言メモ、届かない場
合には留守番電話を利用したい
場合は、伝言メモの応答時間
（P.34手順 3 の＜応答メッセー
ジを～＞で設定）を、留守番電
話の応答時間より短くしておきま
しょう。

伝言メモと留守番
電話サービスMEMO

伝言メモを確認する
Application
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Section

Application

28  予定を入力する

カレンダーを利用する

Note20には、予定管理のアプリ［カレンダー］がインストールされ
ています。入力された予定を、Note20に設定したGoogleアカウン
トのGoogleカレンダーと同期することもできます。

カレンダーで予定を
管理する

3 翌月または前月が表示されます。
表示形式を変更したい場合は、
をタップします。

4 利用したい表示形式をタップする
と、表示形式が変更されます。

タップする

1 アプリ一覧画面で、＜カレン
ダー＞をタップします。次に表示
される画面で＜ON＞をタップする
と、Googleのカレンダーと同期
ができます。

2 ［カレンダー］が起動します。標
準では月表示になっています。画
面を左右にスワイプします。

スワイプする

タップする

タップする

4 直近の予定が画面下部に表示さ
れます。

5 手順 3 の画面で予定をタップする
と、時間が表示されます。予定を
タップすると、詳細が表示されま
す。。

1 予定を入力したい日をタップする
か、画面右下の をタップします。

2 予定や時間などを入力して、＜保
存＞をタップします。

3 予定が入力されました。画面を上
方向にスワイプします。

スワイプする

タップする

2 タップする

2 タップする

1 タップする

1 入力する

月表示画面で、右上の をタッ
プすると、Sペンでカレンダーに
書き込みができるようになりま
す。書き込みをしたら、＜保存＞
をタップします。

カレンダーに
Sペンで書き込むMEMO
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[カレンダー]アプリの月表示では、Sペンで書き込みができますが、そのモードを起動
します（Sec.27MEMO参照）。

塗り絵ができる［PENUP］アプリの「カラーリング」が表示されます。

［Galaxy Notes］のノートを新規作成することができます（Sec.41参照）。

標準ではエアコマンドに含まれていません。使用中のアプリを縮小し、サムネイル化
します。サムネイルにSペンを近づけると、全画面で表示されます。

標準ではエアコマンドに含まれていません。画面にSペンを近づけることで、拡大す
ることができます（P.113参照）。

［Galaxy Notes］に保存されたノートを一覧表示します。

Sペンで描いた作品を発表できるSNSアプリ［PENUP］アプリが起動します。

標準ではエアコマンドに含まれていません。画面上の写真などの情報をBixbyVision
で調べることができます（P.127～ 129参照）。

カメラで認識した人や空間上の物体に追従する手書きができます。

表示された画面の一部を選択し、保存や共有などができます。ビデオの一部を切り
取ることもできます（Sec.39参照）。

画面上の文字を翻訳したり、発音を聞くことができます（P.113参照）。

表示された画面をキャプチャし、文字などを手書きすることができます。

手書きでアニメーションGIFを作成することができます。作成したアニメーションGIFは、
SNSに投稿することができます。

Sペンを取り外したときの動作

37
Application

エアコマンドから利用できる機能

Note20の最大の特徴は、本体に装着されているSペンです。普
通のペンのように文字などを書いたりするほか、さまざまな機能を
利用することができます。

Sペンを利用する

スリープ状態のときに、Sペンを
本体から取り外します。1 Note20利用時に、Sペンを本体

から取り外します。1

タップしてさまざまな機能が利用で
きるエアコマンドが表示されます。
Sペンで画面を上方向にスワイプ
すると、下部のエアコマンドが表
示されます。

2画面オフメモ（Sec.37参照）が
利用できます。この画面で をタッ
プすると、ロック画面が表示され
ます。

2

●スリープ時 ●利用時

Sペンでスワイプする

ノートを作成

カレンダーに書き込み

ライブメッセージ

カラーリング

スマート選択

Bixby Vision

PENUP

全てのノートを表示

翻訳

AR手書き

キャプチャ手書き

小窓表示

ルーペ
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フォルダが作成されます。フォル
ダ名前部分をタップすると、名前
を変更することができます。

2

ホーム画面でフォルダに入れたい
アイコンをロングタッチし、ほかの
同じフォルダに入れたいアイコン
の上にドラッグします。

1

●au版SCG06

＜作成する＞をタップします。2

フォルダが作成されます。フォル
ダをタップして開き、名前部分を
タップすると、名前を変更するこ
とができます。

3

ホーム画面でフォルダに入れたい
アイコンをロングタッチし、ほかの
同じフォルダに入れたいアイコン
の上にドラッグします。

1

●ドコモ版SC-53A

フォルダを作成する

ホーム画面に切り替わり、空いた
ところにアプリのショートカットが
配置されます。アプリのショートカッ
トをロングタッチしてドラッグするこ
とで、場所を移動することができ
ます。

2 ホーム画面に切り替わり、標準で
は2画面目のホーム画面にアプリ
のショートカットが配置されます。
アプリのショートカットをロングタッ
チしてドラッグすることで、場所を
移動することができます。

2

Application

ホーム画面にショートカットを作成する

ホーム画面にはアプリのショートカットを配置したり、フォルダを作
成してショートカットをまとめることができます。ドコモ版のSC-53A
とau版のSCG06では操作が異なるので、それぞれ解説します。

ホーム画面をカスタマイ
ズする

52

アプリ一覧画面で、ホーム画面
にショートカットを作成したいアプリ
をロングタッチし、表示されるメ
ニューで、＜ホーム画面に追加＞
をタップします。

1 アプリ一覧画面で、ホーム画面
にショートカットを作成したいアプリ
をロングタッチし、表示されるメ
ニューで、＜ホームに追加＞をタッ
プします。

1

●ドコモ版SC-53A ●au版SCG06

2 タップする

2 タップする

1 ロングタッチする 1 ロングタッチする

ドラッグする ドラッグする

タップする

160 161

6 6


	文書名Galaxy_Note20_Ultra5G_1_03
	文書名Galaxy_Note20_Ultra5G_2_03
	文書名Galaxy_Note20_Ultra5G_4_03
	文書名Galaxy_Note20_Ultra5G_5_03
	文書名Galaxy_Note20_Ultra5G_6_03

