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iPhoneのホーム画面
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iPhoneのホーム画面では、アイコンをタップしてアプリを起動した
り、ホーム画面を左右に切り替えたりすることができます。また、
Appライブラリを確認することも可能です。

ホーム画面の使い方

Appアイコン：インストール済みのア
プリのアイコンが表示されます。

ウィジェット：ニュースや天気など、さまざま
なカテゴリの情報をウィジェットで確認するこ
とができます（Sec.06参照）。

ホーム画面の位置：ホーム画面の数と、
現在の位置を表します。

Dock：よく使うアプリのアイコンを
最大4個まで設置できます。ホーム画
面を切り替えても常時表示されます。

画面上部：インターネットへの接
続状況や現在の時刻、バッテリー
残量などのiPhoneの状況が表示
されます。

iPhoneではアイコンや文字を若
干大きく表示する「拡大表示」の
機能を利用できます。拡大表示を
利用するには、ホーム画面で＜設
定＞→＜画面表示と明るさ＞→
＜表示＞→＜拡大＞→＜設定＞→
＜“拡大”を使用＞の順にタップし
ます。

拡大表示MEMO

タップする
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ホーム画面を切り替える

1 ホーム画面を何度か右方向にス
ワイプすると、左端の画面でウィ
ジェット（Sec.06参照）が表示
され、それぞれの情報をチェックで
きます。

2 何度か左方向にスワイプすると、
右端に「Appライブラリ」画面
が表示されます（P.240参照）。
画面を右方向にスワイプすると、
ホーム画面に戻ります。

●情報を表示する

1 ホーム画面を左方向にスワイプし
ます。

2 右隣のホーム画面が表示されま
す。画面を右方向にスワイプする、
もしくは画面下部を上方向にスワ
イプすると、もとのホーム画面に
戻ります。

●ホーム画面を切り替える

スワイプする

スワイプする

スワイプする

スワイプする
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迷惑メール対策を設定する

迷惑メール対策を行う
ドコモメールのアドレスにたくさんの迷惑メールが届いてしまうとき
は、ドコモお客様サポートから迷惑メール対策を設定しましょう。特
定のメールアドレスを受信拒否することもできます。

1 ホーム画面で をタップします。

2 をタップします。

3 ＜My docomo（お客様サポー
ト）＞をタップします。

4 ＜設定（メール等）＞→＜メール
設定＞→＜設定を確認・変更す
る＞の順にタップします。

タップする タップする

タップする

タップする
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8 「設定内容確認」画面が表示さ
れるので設定を確認し、＜設定を
確定する＞をタップします。

9 設定が完了します。

5 「パスワード確認」画面が表示さ
れるのでdアカウントのパスワード
を入力し、＜パスワード確認＞を
タップします。

6 画面を上方向にスワイプして、
「迷惑メール/SMS対策」の＜か
んたん設定＞をタップします。

7 ＜受信拒否　強＞もしくは＜受
信拒否　弱＞をタップし、＜確認
する＞をタップします。ここでは
＜受信拒否　弱＞を選択します

（MEMO参照）。

「受信拒否　強」もしくは「キッ
ズオススメ」を設定すると、パ
ソコンからのメールが拒否され
ます。「受信拒否　弱」 では、
パソコンからのメールは受信しま
すが、なりすましメールが拒否
されます。なお、どちらの設定
でも、出会い系サイトなどの特
定のURLが入ったメールは拒否
されます。

2種類の
フィルター設定MEMO

2 タップする

1 入力する

2 タップする

1 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 確認する
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特定のメールアドレスを必ず受信する

4 入力フィールドが表示されるので、
届かなくなったメールアドレスを入
力します。 上方向にスワイプし、
＜確認する＞をタップします。

5 設定内容を確認し、上方向にス
ワイプして＜設定を確定する＞を
タップすると設定が完了します。

1 迷惑メールフィルターを設定してか
ら特定のメールが届かなくなってし
まった場合は、P.107手順 6 の
画面で、＜受信リスト設定＞をタッ
プします。

2 「受信リスト設定」の＜設定を利
用する＞をタップして、上方向に
スワイプします。

3 「受信するメールの登録」の＜さ
らに追加する＞をタップします。

タップする

タップする

1 タップする

2 スワイプする

1 スワイプする

1 入力する

2 タップする

3 タップする

2 スワイプする
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特定のメールアドレスを受信拒否する

3 入力フィールドが表示されるので、
拒否したいメールアドレスを入力
し、上方向にスワイプして＜確認
する＞をタップします。

4 「設定内容確認」画面が表示さ
れるので、内容を確認し、上方
向にスワイプして＜設定を確定す
る＞をタップすると設定が完了しま
す。

1 特定のメールアドレスの受信を拒
否したい場合は、P.108手順 1

の画面で＜拒否リスト設定＞を
タップします。

2 「拒否するメールアドレスの登録」
の＜さらに追加する＞をタップしま
す。

迷惑メール対策はほかにも「迷
惑メールおまかせ対策」「特定
URL付き拒否設定」「大量送信
者からのメール拒否設定」など
があります。用途に応じて使い
分けると、より便利にメールを使
うことができます。

そのほかの
迷惑メール対策MEMO

タップする

タップする

2 スワイプする

1 スワイプする

3 タップする

2 タップする

1 入力する
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「再生中」画面の見方
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音楽を聴く
パソコンから転送した曲や、iTunes Storeで購入した曲を、＜ミュー
ジック＞アプリを使って再生しましょう。ほかのアプリの使用中にも
音楽を楽しめるうえ、ロック画面での再生操作も可能です。

タップすると、再生中の曲が画面下部のミニプレーヤーに表示され、P.143手順 4の
画面に戻ります。再び「再生中」画面を表示させるには、ミニプレーヤーをタップします。

曲名とアーティス
トが表示されま
す。

各ボタンをタップ
すると曲の操作が
行えます。 左右にドラッグす

ると音量を調節で
きます。

タップすると、「ラ
イブラリに追加」
「プレイリストに
追加」などのメ
ニューが表示され
ます。

次に再生される曲
の一覧が表示され
ます。

タップするとAir
Play（P.23参照）
や、Bluetooth
（Sec.76参照）対
応の機器で音楽を
再生します。

曲やアルバムの
アートワークが表
示されます。

左右にドラッグす
ると再生位置を調
節できます。
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音楽を再生する

1 ホーム画面で をタップします。
Apple Musicの案内が表示され
たら、＜続ける＞→＜今はしな
い＞の順にタップします。

3 任意のアルバムをタップします。

4 曲の一覧を上下にドラッグし、曲
名をタップして再生します。画面
下部のミニプレーヤーをタップしま
す。

5 「再生中」画面が表示されます。
一時停止する場合は をタップし
ます。

2 ＜ライブラリ＞をタップし、任意の
項目（ここでは＜アルバム＞）を
タップします。

音楽再生中にロック画面を表示
すると、ロック画面に＜ミュージッ
ク＞アプリの再生コントロールが
表示されます。この再生コント
ロールで、再生や停止、曲のス
キップなど、基本的な操作はひ
と通り行えます。

ロック画面で音楽再生
を操作するMEMO

タップする

タップする

タップする

2 タップする

1 タップする

2 タップする 3 タップする

1ドラッグする
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キーワードからアプリを探す
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iPhoneにアプリをインストールすることで、ゲームや読書を楽しん
だり、機能を追加したりできます。＜App Store＞アプリを使って
気になるアプリを探してみましょう。

App Storeで
アプリを探す

3 画面上部の入力フィールドに検索
したいキーワードを入力して、＜検
索＞（または＜Search＞）をタッ
プします。

4 検索結果が表示されます。検索
結果を上方向にスワイプすると、
別のアプリが表示されます。

1 ホーム画面で＜App Store＞をタッ
プします。位置情報の確認を求め
られたら、＜Appの使用中は許可＞
をタップします。

2 ＜検索＞をタップします。

タップする

スワイプする

1 入力する

2 タップする

タップする

Application
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タップする

ランキングやカテゴリからアプリを探す

3 「トップカテゴリ」の＜すべて表
示＞をタップすると、カテゴリが一
覧で表 示されます。ここでは、
＜ニュース＞をタップします。

4 タップしたカテゴリのアプリが表示
されます。画面を上方向にスワイ
プすると、有料アプリや無料アプ
リを確認できます。

1 P.174手順 2 の画面で＜App＞
をタップします。

2 新着アプリや有料アプリ、無料
アプリなどを確認できます。画面
を上方向にスワイプします。

スワイプする
スワイプする

タップする
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