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S21 ／ S21+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。

基本操作を覚える04 
ホーム画面の見かた

ボタンの操作

ナビゲーションバーは非表示にする
ことができます。［設定］の＜ディス
プレイ＞→＜ナビゲーションバー＞を
タップすると、ナビゲーションボタン
のタイプが選択でき、＜ジェスチャー
で操作＞を選択すると、画面のよう
に最下部にバーのみが表示されるよ
うになり、画面を広く使えるようにな
ります（Sec.61参照）。

ナビゲーションバー
を非表示にする

戻るボタン

ホームボタン

履歴ボタン

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。なお、S21/S21+の初
期状態では天気が表示されていません。
→＜OK＞をタップすると、画面のよ

うに表示されます。

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。

ナビゲーションバー
S21／ S21+を操作するボタンが表示
されます（P.14参照）。

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.52参照）。

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、フォルダの中身が
表示されます。

ホーム画面の位置
現在表示中のホー
ム画面の位置が表
示されます。

クイック検索ボックス
タップすると、検索画面や
フィードが表示されます。

ナビゲーションボタン
戻るボタン 1つ前の画面に戻ります。

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.30参照）が起動します。

履歴ボタン 最近操作したアプリのリストがサムネイル画面で表示されます（P.19参
照）。

OS ・ Hardware
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タップする
タップする

タップする

タップする

タップする

Webページの画像はダウンロードす
ることができます。ダウンロードした
い画像をロングタッチして表示され
るメニューで、＜画像を保存＞をタッ
プします。なお、＜このページの全
ての画像を保存＞をタップすると、
Webページ上のすべての画像を一
度にダウンロードすることができま
す。

Webページの画像を
ダウンロードする

ブラウザを起動する
ホーム画面で をタップします。ガイ
ドが表示されたら、＜スキップ＞をタッ
プします。

1 ［アドレスバー］をタップし、URLを
入力して、＜移動＞をタップすると、
Webページが表示されます。

3

［Chrome］が起動して、標準では
au WebポータルのWebページが
表示されます。画面上部には［アド
レスバー］が配置されています。［ア
ドレスバー］が見えないときは、画
面を下方向にフリックすると表示され
ます。

2

S21/S21+にはインターネットの閲覧アプリとして［ブラウザ］と［Chrome］が標準搭載さ
れており、パソコンなどと同様にWebページを閲覧できます。ここでは、［Chrome］の使い
方を紹介します。

Webページを閲覧する24 
Webページを移動する
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。

1 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。3

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。

2

をタップして をタップすると、表
示ページが更新されます。4

スマートフォンの表示に対応した
Webページを［ブラウザ］で表示す
ると、モバイル版のWebページが表
示されます。パソコンで閲覧する際
のPC版サイトをあえて表示させた
い場合は、 をタップし、＜PC版サ
イト＞をタップします。もとに戻すに
は、再度、 をタップし、＜PC版サ
イト＞をタップします。

PCサイトの表示

フリックする

1 入力する

2 タップする
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S21/S21+では、理想
的な構図を提案してくれ
る、撮影ガイド機能を利
用できます。利用する
には、 をタップします。

1

［カメラ設定］画面が表
示されるので、＜撮影
ガイド＞をタップして有
効にし、カメラ画面に戻
ります。

2

ガイドが表示されるの
で、丸を円の中に合わ
せるようにS21/S21+
を動かします。

3

丸と円が合って、ガイド
が黄色くなったら最適な
構図です。

4

撮影ガイドを利用する

被写体の自動判別をオフにする
S21/S21+では、自動
的に被写体を判別して
最適な色設定にしてくれ
る、インテリジェントカメラ
（シーン別に最適化）が
有効です。被写体を判
別すると、右上のアイコ
ンが変化します。

1

ただし、勝手に色が変
更されるので、そのまま
撮影したい場合は、イ
ンテリジェントカメラをオ
フにしましょう。アイコン
をタップします。

2

インテリジェントカメラが
オフになりました。再度
有効にするには、また
アイコンをタップします。

3

S21/S21+では、さまざまな撮影機能を利用することができます。上手に写真を撮るための
機能や、変わった写真や動画を撮る機能があるので、いろいろ試してみましょう。

さまざまな機能を使って
撮影する44 

タップする

タップする

タップする

タップする
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検索結果が表示されます。4

写真内のテキストが抽出されます。
をドラッグして文字を選択し、

＜検索＞をタップします。

3

写真が解析されます。 をタップし
ます。2

P.122を参考に［ギャラリー］アプ
リで文字が含まれた写真を表示し、
をタップします。「更新しますか？」

と表示された場合は、＜更新＞をタッ
プして画面に従って更新します。

1

写真内のテキストで検索する

Vixby Visionでできること

S21 ／ S21+には、［カメラ］や［ギャラリー］で表示した写真から文字を読み取ったり、買
い物したりすることができるVixby Visionが搭載されています。なお、Vixby Visionの利用に
は、Galaxyアカウント（Sec.47参照）が必要です。

Vixby Visionで
写真の情報を読み取る51 

Vixby Visionは［カメラ］アプリで撮影した写真や［ギャラリー］アプリ表示した写真や画像
を読み取り、関連画像を検索したり、文字を翻訳したり、買い物をしたりすることができます。

写真の被写体の情報を取得し、関連
画像などを検索できます。

気になる商品を撮影して、その場で
購入することができます（［Amazon 
Assistant］アプリをインストールす
る必要があります）。

タップする

タップする

2 タップする

1ドラッグする
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＜省電力モード＞をタップします。5

省電力モードの設定を変更できま
す。＜OFF＞をタップします。6 デバイスケアはウィジェットとして、

ホーム画面に配置することができま
す。ストレージやメモリの使用状況
がすぐに確認でき、最適化をするこ
とができます。

8

省電力モードがONになります7

タップする

タップする

タップする

タップする

タップする

タップする

端末を最適化する
アプリ一覧画面で＜設定＞をタップ
し、＜バッテリーとデバイスケア＞を
タップします。

1 自動で最適化されます。画面下部
の＜完了＞をタップします。3

手順 2の画面で、＜バッテリー＞を
タップします。4

＜今すぐ最適化＞をタップします。2

バッテリーの消費や、メモリの空きを管理して、端末のパフォーマンスを上げる「デバイスケア」
機能があります。

デバイスケアを
利用する67 
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