
FCG01は、高速通信に対応したAndroid 11搭載のスマートフォンです。従来の携帯電
話のように、通話やメール、インターネットなどを利用できるだけでなく、auやGoogleが
提供する各種サービスとの強力な連携機能を備えています。泡タイプのハンドソープで
本体を丸洗いすることもできます。なお、本書では同端末をFCG01と型番で表記します。 

●遠くも近くもきれいに撮影できるデュアルカメラ搭載

●使いやすいシンプルモード ●5Gに対応

ホーム画面の文字やアイコンが大き
くなる、「シンプルモード」を選択す
ることができます（Sec.55参照）。ス
マホがはじめての人にピッタリです。

マクロと広角の2つのカメラレンズ
を搭載しているので、奥行きのあ
る風景も、近くの花や料理なども
手軽に撮影できます（P.123参照）。

auが5Gを提供しているエリア内で
あれば、通信速度が高速になり、遅
延なども少なくなります。
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FCG01の特徴



Section18  
音量・マナーモード・ 
着信音を設定する
音量や着信音は［設定］アプリから変更できます。また、マナーモー
ドには「バイブ」と「ミュート」の2つのモードがあります。マナーモー
ド中でも、音楽などのメディアの音声は消音されません。

音楽やアラームなどの音量を調節する

3 手順 2と同じ方法で、「着信音
の音量」や「アラームの音量」
も調節できます。画面左上の
をタップして、設定を完了します。

1 ホーム画面で＜設定＞をタップし
て、＜音＞をタップします。

2 ［音］画面が表示されます。「メディ
アの音量」の を左右にドラッグ
して音楽や動画の音量を調節しま
す。

タップする

ドラッグする

手順 3 の画面で＜詳細設定＞を
タップし、＜ダイヤルパッドの操
作音＞などをタップして、 を

にすると、操作音がオフにな
ります。

操作音の設定MEMO

2 タップする

1 ドラッグする

Application

56

2



＋メッセージで写真や動画を送る

1 写真や動画を送りたい場合は、
をタップします。

2 ここでは本体内の写真を送りま
す。 をタップして、表示された
本体内の写真をタップします。

3 写真が表示されるので、 をタッ
プします。

4 写真が送信されます。なお、＋メッ
セージの場合、メールのように文
字や写真を一緒に送ることはでき
ず、個別に送ることになります。

タップする

1 タップする 2 タップする

タップする

86
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Section

Application

33  

Google Playで目的の無料アプリを見つけたら、インストールして
みましょう。なお、不要になったアプリは、Google Playからアンイ
ンストール（削除）できます。

アプリをインストール・ 
アンインストールする

アプリをインストールする

タップする
タップする

3 アプリのインストールが完了しま
す。アプリを起動するには、＜プ
レイ＞（または＜開く＞）をタップ
するか、アプリ一覧画面に追加さ
れたアイコンをタップします。

1 Google…Playでアプリの詳細画
面を表示し（P.95手順 6 〜 7 参
照）、＜インストール＞をタップしま
す。

2 アプリのダウンロードとインストー
ルが開始されます。

Application

アプリがインストールされる

手順 3 の画面で＜このゲームに
ついて＞（アプリの場合は＜こ
のアプリについて＞）をタップす
ると、アプリについての詳細な
情報やバージョンを確認すること
ができます。

アプリの詳細を
確認するMEMO

タップする

96

4



Section

Application

「デバイスを探す」を設定する

38  

FCG01を紛失してしまっても、パソコンからFCG01がある場所を
確認できます。なお、この機能を利用するには事前に位置情報を
有効にしておく必要があります（P.102参照）。

紛失したFCG01を探す

タップする

タップする

タップする

タップする

1 アプリ一覧画面で＜設定＞をタッ
プします。

2 ＜セキュリティ＞をタップします。 4 の場合は＜OFF＞をタップし
て にします。

3 ＜デバイスを探す＞をタップしま
す。

Application

108
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Google Lensで撮影したものをすばやく調べる 

調べたいものにマッチした検索結
果が表示されます。 を上にスワ
イプします。

3

さらに詳しい情報をWeb検索で調
べることができます。4

カメラを起動し、 をタップします。…
初回起動時は＜カメラを起動＞
→＜常に許可＞→＜許可＞の順
にタップします。

1

調べたいものにカメラをかざし、
画面上の をタップし、シャッター
ボタンをタップします。

2

タップする スワイプする

1 タップする 2 タップする

122
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1 撮影画面の＜モード＞をタップし、
＜Live…Auto…Zoom＞をタップし
ます。

5 円をタップすることで、ズームの
一時停止や再開、解除操作が
行えます。

3 被写体の周囲を指でなぞって囲
みます。被写体の周囲に円が表
示されます。

2 機能の説明が表示されるので、
＜OK＞をタップします。

4 をタップすると、動画が撮影さ
れます。撮影中、被写体を自動
で追尾してズームしてくれます。

タップする

タップする

1 タップする

2 タップする

Live Auto Zoom機能を利用する

タップする

129
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Section

タップする

タップする タップする

タップする

アプリを検索する

auスマートパスプレミアムで
アプリを検索する
auスマートパスプレミアムでは、多数のアプリ・Webコンテンツを
利用できます。人気タイトルや最新のコンテンツなど、ラインナッ
プも豊富に用意されています。

1 ホーム画面で＜au＞→＜auス
マートパス＞をタップします。

2 ＜アプリ＞をタップします。

3 ［アプリ］画面が表示されます。
＜カテゴリ＞をタップします。

4 カテゴリの一覧が表示されます。
ここでは＜ナビゲーション＞をタッ
プします。

Application

48  

142
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Section

Application

55  

シンプルモードを設定する

シンプルモードを
利用する
FCG01では、画面表示を見やすくシンプルにした「シンプルモード」
を設定して利用できます。本書では詳しく解説しませんが、画面が
見にくかったり操作が難しい場合は試してみてもよいでしょう。

2 機能の説明が表示されるので、
確認して＜設定する＞をタップしま
す。

3 アクセス許可の画面が出た場合
は、画面に従って進めます。画面
が切り替わるまで少し待ちます。

4 画面がシンプルモードに変わりま
す。もとに戻したい場合は、＜シ
ンプルモード設定＞をタップして
＜解除する＞をタップします。

1 ホーム画面を左に1回フリックし、
＜シンプルモード設定＞をタップしま
す。なお、ホームアプリに［シンプ
ルホーム］を設定しても（P.157
参照）同じ表示になりますが、［シ
ンプルモード設定］アプリを利用す
るほうが便利です。

タップする

タップする

Application

1 1回フリックする

2 タップする

158
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Section

Application

FCG01では「フィンガーランチャー」機能が利用できます。指紋
を利用して、スリープ時でもすぐにアプリを起動できるものです。
電子マネーの支払いやカメラを登録して、より使いこなしましょう。

フィンガーランチャーを
使用する

58  

フィンガーランチャーからアプリを起動する

1 設定アプリを起動し、＜arrows
オススメ機能＞をタップします。 3 機能の説明が表示されます。左

右にスワイプして確認し、＜使っ
てみる＞をタップします。

4 画面ロック（P.162参照）を設
定していない場合は、設定用の
画面が表示されます。ここでは
＜指紋＋パターン＞をタップしてい
ます。

2 ＜FASTフィンガーランチャー＞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

164
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