
Section05  

ホーム画面の見方

タッチパネル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「AQUOS 
Home」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

ステータスバー
ステータスアイコ
ンやお知らせアイ
コンが表示されま
す（P.18 ～ 19参
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.24参照）。

アプリアイコン
タップするとその
アプリが起動しま
す。

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。

お気に入りトレイ
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。

デスクトップシート
アプリのアイコン
や複数のアイコン
をまとめたフォル
ダが配置されてい
ます。

OS・Hardware
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ホーム画面を左右に切り替える

ホーム画面を右方向にフリックす
ると、ニュースや検索といった
Googleのサービスがひとまとめ
になった「Google」アプリを表
示することができます。

ホーム画面を右方向に
フリック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、左方向
にフリックします。

3 右方向にフリックすると、もとの
画面に戻ります。

2 1つ右の画面に切り替わります。

フリックする

フリックする
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Section14  

電話をかける・受ける
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かんたんに電話を発信でき、着信時はスワイプ
またはタップ操作で通話を開始できます。

電話をかける

3 相手の電話番号をタップして入力
し、＜音声通話＞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。
をタップします。

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

Application
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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

電話を受ける

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

SHG04では、電源ボタンで通
話を終了することもできます。
アプリ一 覧 画 面で＜設 定＞→
＜ユーザー補助＞の順にタップ
し、画面を上方向にスワイプし
て、＜電源ボタンで通話を終了＞
をタップします。片手しか使えな
いときなどに便利です。

電源ボタンで
通話を終了MEMO

タップしてオンにする
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Section

「Chrome」アプリのアドレス入力欄に文字列を入力すると、
Google検索が利用できます。また、表示中のWebページ内だけ
を検索することもできます。

Webページを検索する

22  

キーワードからWebページを検索する

3 Google検索が実行され、検索
結果が表示されるので、開きたい
ページのリンクをタップします。

4 リンク先のページが表示されま
す。

1 Webページを開いた状態で、アド
レス入力欄（P.60参照）をタッ
プします。

2 検索したいキーワードを入力して、
をタップします。

2 タップする

1 入力する

タップする

Application

タップする
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Webページ内のキーワードを選択してWebページを検索する

「Chrome」アプリでWebページ
を表示し、 →＜ページ内検索＞
の順にタップします。表示される
検索バーにテキストを入力する
と、ページ内の合致したテキスト
がハイライト表示されます。

ページ内検索MEMO

3 Google検索の結果が表示されま
す。上下にスライドしてリンクをタッ
プすると、リンク先のページが表
示されます。

1 Webページによっては、表示され
ている文字列を利用して検索がで
きます。Webページ内の文字列
をロングタッチします。

2 対応しているWebページであれ
ば、タップした文字列がハイライト
で表示されます。画面下部をタッ
プします。

1 スライドする

2 タップする

入力する

タップする

ロングタッチする
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Section32  

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することができます。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

アプリを検索する

タップする

タップする

3 アプリのカテゴリが表示されます。
画面を上下にスライドします。

4 見たいジャンル（ここでは＜カス
タマイズ＞）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。

2 「Playストア」アプリが起動する
ので、＜アプリ＞をタップし、＜カ
テゴリ＞をタップします。

1 タップする 2 タップする

スライドする

Application
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タップする

タップする

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、手順 2 の
画面で画面上部の検索ボックスを
タップしてキーワードを入力し、
キーボードの をタップします。

キーワードでの検索MEMO

7 アプリの詳細な情報が表示されま
す。人気のアプリでは、ユーザー
レビューも読めます。

5 「カスタマイズ」のアプリが表示さ
れます。人気ランキングの をタッ
プします。

6 「無料」のアプリが一覧で表示さ
れます。詳細を確認したいアプリ
をタップします。

1 入力する

2 タップする
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Section

データお預かりアプリでデータをバックアップする

49

「データお預かり」アプリでは、電話帳やスケジュールなどのデー
タをauのサーバーに保存できます。データが不意に消えてしまった
ときや、機種変更するときにすぐにデータを戻せます。

データお預かり 
アプリを利用する

1 アプリ一覧画面で＜auサービ
ス＞→＜データお預かり＞をタップ
します。

2 ＜同意してはじめる＞をタップしま
す。

3 ＜次へ＞をタップします。アクセ
スの許可画面が表示されたら、
すべて＜許可＞をタップします。

4 au… IDのログイン画面が表示され
た場合は＜OK＞をタップし、＜機
種変更／その他＞をタップします。

タップする

タップする

タップする

Application

タップする
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手順 7 の画面で＜戻す＞をタップ
し、復元するデータをタップして
チェックを付け、＜戻す＞をタッ
プします。

データを復元するMEMO

5 ＜データ移行（機種変更はこち
ら）＞をタップします。

6 ＜auサーバーを使う＞をタップしま
す。

7 ＜預ける＞をタップします。

8 バックアップしたいデータをタップ
してチェックを付け、＜預ける＞を
タップします。

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

タップする
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