
Section
A52の特徴

各部名称を覚える
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Galaxy A52 5G
について
Galaxy A52 5G SC-53B（以降A52）は、ドコモが販売している
Androidスマートフォンです。手振れ補正やマクロ撮影が可能な、高
機能カメラを搭載し、手軽に美しい写真を撮影することができます。
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●5G対応

●高機能カメラ

A52は5G（sub6）に対応しています。
5Gが利用できる場所では、4Gより高速
なデータ通信が可能です。

マクロカメラの撮
影例。細部まで精
細に撮影できます。

A52は背面にマクロカメラを含む3つの
カメラと、深度測位カメラを搭載してい
ます。マクロカメラは、被写体に約
40mmの距離まで接近して撮影でき、メ
インカメラは光学手振れ補正機能に対応
しています。
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広角カメラ（メイン）
約6400万画素

（F1.8）

マクロカメラ
約500万画素

（F2.4）

超広角カメラ
約1200万画素

（F2.2）

深度測位カメラ
約500万画素

（F2.4）

OS・Hardware

❶ フロントカメラ

❷ ディスプレイ（タッチスクリーン）

❸ 指紋センサー

❹ 受話口

❺ nanoUIMカード／ microSD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UPキー／音量DOWNキー

11 サイドキー

12 リアカメラ

13 フラッシュ／ライト
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Section

OS・Hardware

02
電源のオン／オフと
ロックの解除
電源の状態にはオン、オフ、スリープモードの3種類があります。3
つのモードはすべてサイドキーで切り替えが可能です。一定時間
操作しないと、自動でスリープモードに移行します。

スリープモードは画面の表示が
消えている状態です。バッテリー
の消費をある程度抑えることは
できますが、通信などは行って
おり、スリープモードを解除する
と、すぐに操作を再開することが
できます。また、操作をしない
と一定時間後に自動的にスリー
プモードに移行します。

スリープモードとはMEMO

3 ロックが解除され、ホーム画面が
表示されます。再度サイドキーを
押すとスリープモードになります。

2 ロック画面が表示されるので、PIN
（Sec.54参照）などを設定してい
ない場合は、画面をスワイプします。

1 スリープモードでサイドキーを押す
か、ディスプレイをダブルタップし
ます。

押す

ダブルタップする

1 画面が表示されている状態で、
サイドキーを長押しします。 3 次の画面で＜電源OFF＞をタッ

プすると、電源がオフになります。
電源をオンにするには、サイドキー
を一定時間長押しします。

2 メニューが表示されるので、＜電
源OFF＞をタップします。

タップする

タップする

ロック画面に表示されているボタ
ンを画面中央にドラッグすること
で、ロックを解除することなく、
カメラや電話などのアプリを起
動することができます。

ロック画面からの
アプリの起動MEMO

長押しする

ロックを解除する

電源を切る

スワイプする

ドラッグする
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Section12 電話を受ける

電話をかける

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簡単に電話を発信でき、着信時はドラッグ操作
で通話を開始できます。

電話をかける／受ける

1 ホーム画面で をタップします。

2 ［キーパッド］画面が表示されて
いないときは、＜キーパッド＞をタッ
プします。

3 キーをタップして宛先の電話番号
を入力し、 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開始で
す。 をタップすると、通話が終
了します。

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

1 アプリ利用中に電話の着信がある
と、画面上部に着信画面が表示
されます。＜応答＞をタップします。

2 相手との通話が開始されます。
をタップすると、通話が終了します。

1 スリープ中に電話の着信がある
と、着信画面が表示されます。
をサークルの外までドラッグします。

2 相手との通話が開始されます。
をタップすると、通話が終了します。

●スリープ中に電話を受ける ●アプリ利用中に電話を受ける

タップする

タップする
ドラッグする

電話の着信中に、A52の画面を下向きに伏せたり2回振ることで、消音したり
着信を拒否したりできます。P.40手順 1 の画面で、＜スグ電設定＞→＜消音・
拒否＞の順にタップして設定します。

着信音を止めるMEMO

Application

タップする
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Section

Application

A52では、ドコモメール（「@docomo.ne.jp」）やSMS、＋メッセー
ジのほか、GmaiやYahoo!、プロバイダメールなどのパソコンで使
用しているメールの利用も可能です。

A52で使える
4種類のメール

17

相手の携帯電話番号宛にメッセージを送信し
ます。従来のSMSとその拡張モードの＋メッ
セージ（P.53MEMO参照）を利用できます。

000-0000-0000From:

to: 000-0111-1111

sample@@docomo.ne.jpFrom:

to: ××××@×××.×××

こんにちは！

こんにちは～ 

SMSと+メッセージ

ドコモメール

パソコンで使用しているメールが
使えます。複数のメールアカウン
トを登録することも可能です。トを登録することも可能です。

こんにちは、

お元気ですか？

PCメール

Gmail Googleが提供するメールです。
Googleアカウントを設定するだ
けで利用できます。

sample@gmail.comFrom:

to: ××××@×××.×××

こんにちは～

＋メッセージは、従来のSMSを拡張したものです。宛先に相手の携帯電話番号
を指定するのはSMSと同じですが、文字だけしか送信できず、別途通信料がか
かるSMSと異なり、パケット通信料でスタンプや写真、動画なども送ることが
できます。ただし、SMSは相手を問わず利用できるのに対し、＋メッセージを
やり取りできるのは、相手も＋メッセージを利用している場合のみです。相手が
＋メッセージを利用していない場合は、SMSとしてテキスト文のみが送信され
ます。

＋メッセージについてMEMO

NTTドコモの提供するメールです。「@
docomo.ne.jp」のアドレスが使えます。

sample@gihyo.jpFrom:

to: ××××@×××.×××

［ドコモメール］
アプリ

［Gmail］
アプリ

［Outlook］
アプリ

［＋メッセージ］
アプリ

［＋メッセージ］
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Section30 

アプリを検索する

A52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

3 ［アプリ］の［カテゴリ］画面が
表示されます。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

タップする

6 無料アプリの人気ランキングが表
示されます。画面上部の＜無料＞
をタップすると、「売上トップ」や
「人気（有料）」のランキングを
表示することができます。

7 手順 5 の画面でアプリ名をタップ
すると、アプリの詳細な情報が表
示されます。

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

画面を上方向にスワイプして、
＜人気のエンタメアプリ（無料）＞
をタップします。

5
Application

2 タップする

1 タップする
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Section

Application

35
My docomoを
利用する
［My docomo］では、契約内容の確認・変更などのサービスが
利用できます。利用の際には、dアカウントのパスワード（Sec.11
参照）が必要です。

契約情報を確認する

ホーム画面で＜My docomo＞を
タップします。1

タップする

［アプリで開く］画面が表示され
たら、＜Google Playストア＞→
＜常時＞をタップします。Google 
Playの画面が表示されるので、
＜更新＞をタップします。［My 
docomo］アプリが更新されたら、
＜開く＞をタップします。

2

タップする

端末に登録されているdアカウント
が表示されるので、＜このdアカ
ウントを設定する＞をタップしま
す。

4

タップする

許可に関する画面が表示された
ら、＜許可＞をタップします。3

タップする

dアカウントのパスワードを入力し
ます。5

6 2段階認証を設定している場合
は、ショートメッセージで送られてく
る番号を入力し、＜ログイン＞を
タップします。

9 ［データ・料金］画面が表示され、
「データ通信量」や「ご利用料金」
などが表示されます。

7 ＜OK＞をタップします。

タップする

8 パスコードロック機能の紹介が表
示されたら、ここでは＜今はしな
い＞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
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Section42 

A52の［時計］アプリでは、アラーム機能を利用できます。また、
世界時計やストップウォッチ、タイマーとしての機能も備えています。

アラームをセットする

アラームで設定した時間に通知させる

タップする

1 ［すべてのアプリ］画面で、＜時
計＞をタップします。

2 アラームを設定する場合は、＜ア
ラーム＞をタップして、 をタップ
します。

3 ＜午前＞と＜午後＞をタップして
選択し、時刻をスワイプして設定
します。 をタップします。

4 標準では翌日が設定されています
が、日付を変更することができま
す。設定したい日付をタップして、
＜完了＞をタップします。

3 タップする

1 タップする

2 スワイプする

2 タップする

1 タップする

2 タップする1 タップする

5 ＜保存＞をタップします。

6 アラームが有効になります。ア
ラームの右のスイッチをタップして
オン／オフを切り替えられます。
アラームを削除するときは、ロン
グタッチします。

7 削除したいアラームにチェックが
付いていることを確認して、＜削
除＞をタップします。

スリープ状態でアラームが鳴る
と、以下のような画面が表示さ
れます。アラームを解除する場
合は、 をいずれかの方向にド
ラッグします。

アラームを解除するMEMO

タップする

タップする

ドラッグする
ロングタッチする タップして

切り替え

Application

108 109
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Section50 
Galaxyアカウントを
設定する
この章で紹介する機能の多くは、利用する際にGalaxyアカウント
をA52に登録しておく必要があります。ここでは［設定］アプリか
らの登録手順を紹介します。

1 P.29手順 5 の画面を表示して、
＜Galaxyアカウント＞をタップしま
す。

2 ここでは新規にアカウントを作成し
ます。＜アカウントを作成＞をタッ
プします。既にアカウントを持って
いる場合は、アカウントのメールア
ドレスを入力して、 をタップしま
す。

3 ［法定情報］画面が表示される
ので、各項目を確認してタップし、
＜同意する＞をタップします。

タップする

Galaxyアカウントは、この章で
紹介するGalaxy固有のサービ
スを利用するために必要です。
また、アカウントを登録すること
で、「Galaxy Store」でアプリ
やテーマをダウンロードしたり、
アプリのデータや設定をGalaxy
クラウドにバックアップすること
ができます。

Galaxyアカウントの
役割MEMO

タップする

1 タップする

2 タップする

Galaxyアカウントを登録する

Application
4 ［アカウントを作成］画面が表示

されるので、アカウントに登録する
メールアドレスとパスワード、名前
を入力し、生年月日を設定して、
＜アカウントを作成＞をタップしま
す。

5 認証画面が表示されます。A52
の電話番号が表示されるので、
＜OK＞をタップします。

6 Galaxy Passについてのメッセー
ジが表示されます。ここでは、
＜キャンセル＞をタップします。

7 アカウント情報が表示されたら、
設定完了です。

2 タップする

1 入力する

タップする

タップする

136 137
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Section51 

タップして入力する

3 をタップします。

4 「ペン」入力モードになるので、
指で文字などを書きます。 →
＜画像＞をタップします。

2 ページスタイルを選択後新規作
成画面が表示されます。標準で
はキーボードから入力する「テキス
ト」モードが選択されています。
ここでは、＜タイトル＞をタップし
て、キーボードから入力します。

1 ［アプリ一覧］画面で＜Galaxy 
Notes＞をタップして起動します。
新規にノートを作成する場合は、
をタップします。

2 タップする

タップする

タップする

1 入力する

Application

Galaxy Notesを利用する

5 本体内の写真が表示される＜ギャ
ラリー＞を選択し、読み込みたい
写真をタップします。なお、＜カメ
ラ＞をタップすると、その場で撮
影できます。

6 写真が読み込まれます。ドラッグ
して位置を調整し、 をタップしま
す。

7 ノートが保存されます。画面をタッ
プするか、 をタップすると手順

6 の画面が表示され、編集する
ことができます。 をタップします。

タップする

タップする

1ドラッグする 2 タップする

メモを利用する
［Galaxy Notes］アプリは、テキスト、手描き、写真などが混在
したノートを作成できるメモアプリです。そのため、メモとしてはもち
ろん、日記のような使い方もできます。

8 P.138手順 1 のノート一覧画面
に戻ります。ノートをタップすると、
そのノートが表示されます。

［Galaxy Notes］アプリでは、
PDFを読み込んで書き込みをし
たり、メモを取りながら録音する
機能があります。また、手書き
文字をテキスト化することもでき
ます。

［Galaxy Notes］の
機能MEMO

138 139
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Application
フォルダを作成する

ホーム画面にアプリアイコンを配置する

ホーム画面には、アプリアイコンを配置したり、フォルダを作成し
てアプリアイコンをまとめることができます。また、壁紙やテーマを
変更することができます。

ホーム画面を
カスタマイズする

60

1 ホーム画面の をタップして、［ア
プリ一覧］画面を開きます。ホー
ム画面に配置するアプリアイコン
をロングタッチして、メニューの
＜ホーム画面に追加＞をタップしま
す。

2 ホーム画面にアプリアイコンが追
加されます。

3 ホーム画面でアプリアイコンの場
所を変えるときは、アイコンをロング
タッチして、そのままドラッグします。

4 指を離した場所にアイコンが移動
します。

1 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て、その
ままほかのアイコンにドラッグして
重ねます。

3 フォルダが作成されます。フォル
ダをタップします。

4 フォルダが開きます。フォルダ名
をタップして名前をつけ直すことが
できます。

2 「フォルダの作成」画面で＜作成
する＞をタップします。

ホーム画面に配置したアイコン
や フォ ル ダ、 ウィジェット
（Sec.61参照）は、ロングタッ
チして、上部の＜削除＞にドラッ
グすることで、削除することがで
きます。

アイコンを削除するMEMO

1 ロングタッチする

1 ロングタッチする

タップする

タップする

2 タップする

ドラッグする
2ドラッグする

タップする

ドラッグする

162 163
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