
Section07 
21：9マルチウィンドウ
を利用する
Xperia 5 IIIには、アプリの分割表示を設定できる「21：9マルチウィ
ンドウ」があります。なお、分割表示に対応していないアプリもあ
ります。

画面を分割表示する

P.19手順 2 の画面を表示しま
す。1 続いて、下側に表示させたいア

プリ（ここでは＜電話＞）をタップ
します。

3

選択した2つのアプリが分割表示
されます。中央の をドラッグ
すると、表示範囲を変更できます。
画面上部または下部までドラッグ
すると、分割表示を終了できます。

4上側に表示させたいアプリのアイ
コン（ここでは＜Chrome＞）をタッ
プし、＜分割画面＞をタップしま
す。

2

2 タップする

1 タップする

タップする

ドラッグする

OS・Hardware
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Section

ポップアップウィンドウでアプリを起動する

P.19手順 2 の画面を開き、左
右にスワイプしてポップアップウィ
ンドウで開きたいアプリを選びま
す。＜ポップアップウィンドウ＞を
タップします。

1 上部の操作アイコン部分をドラッ
グすると、ポップアップウィンドウ
を移動できます。

3

アプリがポップアップウィンドウで
起動します。ポップアップウィンド
ウは、他のアプリやホーム画面に
重ねて表示されます。

2 をタップすると、ポップアップウィ
ンドウが閉じます。4

ドラッグする

ポップアップウィンドウでアプリを起動すると、通常の画面やアプリ
の上に小さく重ねて表示することができます。なお、アプリによって
はポップアップウィンドウが使えない場合もあります。

ポップアップウィンドウ
を利用する

08 

2 タップする

タップする

1 スワイプする

Application

22

1



Section

Application

Xperia 5 IIIにdアカウントを設定すると、NTTドコモが提供するさ
まざまなサービスをインターネット経由で利用できるようになります。
また、あわせてspモードパスワードの変更も済ませておきましょう。

ドコモのID・パスワード
を設定する

13 

dアカウントとは

ドコモのサービスで利用するID ／パスワード

ネットワーク暗証番号
お客様サポート（My docomo）や、各種電話サービスを利用する際
に必要です（P.42参照）。

dアカウント／パスワード ドコモのサービスやdポイントを利用するときに必要です。

spモードパスワード
ドコモメールの設定、spモードサイトの登録／解除の際に必要です。
初期値は「0000」ですが、変更が必要です（P.44参照）。

「dアカウント」とは、NTTドコモが提供しているさまざまなサービスを利用するためのIDで
す。dアカウントを作成し、Xperia 5 IIIに設定することで、Wi-Fi経由で「dマーケット」
などのドコモの各種サービスを利用できるようになります。
なお、ドコモのサービスを利用しようとすると、いくつかのパスワードを求められる場合が
あります。このうちspモードパスワードは「お客様サポート」（My docomo）で変更やリセッ
トができますが、「ネットワーク暗証番号」はインターネット上で再発行できません（P.44
手順 2 の画面で変更は可能）。番号を忘れないように気を付けましょう。さらに、spモー
ドパスワードを初期値（0000）のまま使っていると、変更をうながす画面が表示されるこ
とがあります。その場合は、画面の指示に従ってパスワードを変更しましょう。
なお、ドコモショップなどですでに設定を行っている場合、ここでの設定は必要ありません。
また、以前使っていた機種でdアカウントを作成・登録済みで、機種変更でXperia 5 III
を購入した場合は、自動的にdアカウントが設定されます。
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Section16 

伝言メモを設定する

Xperia 5 IIIでは、電話に応答できないときに本体に伝言を記録す
る伝言メモ機能を利用できます。有料サービスである留守番電話
サービスとは異なり、無料で利用できるのでぜひ使ってみましょう。

伝言メモを利用する

4 説明を確認して、＜OK＞をタップ
します。

5 応答時間をドラッグして変更し、
＜完了＞をタップします。留守番
電話サービスの呼び出し時間
（15秒）より短く設定する必要が
あります。

1 P.46手順 1 を参考に「電話」
アプリを起動して、画面右上の
をタップし、＜設定＞をタップしま
す。

3 「伝言メモ」画面で＜伝言メモ＞
をタップし、 を に切り替えま
す。＜応答時間設定＞をタップし
ます。

2 「設定」画面で＜通話＞→＜伝
言メモ＞→＜OK＞の順にタップし
ます。

タップする

タップする

タップする

2 タップする

2 タップする

1 タップする

1 変更する

Application
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Section18 

着信拒否リストに登録する

Xperia 5 IIIでは、非通知や、リストに登録した電話番号からの着
信を拒否することができます。迷惑電話やいたずら電話がくり返しか
かってきたときに、着信拒否を設定しましょう。

着信拒否を設定する

1 P.46手順 1 を参考に「電話」
アプリを起動し、画面右上の
→＜設定＞→＜通話＞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

着信を拒否したい設定をタップし、
にします。3

＜着信拒否設定＞をタップしま
す。2 番号を指定して着信拒否をしたい

場合は、＜番号を追加＞をタップ
します。

4

Application

58

2



Section27 

ドコモメールでは、受信したくないメールを、ドメインやアドレス別
に細かく設定することができます。スパムメールなどの受信を拒否
したい場合などに設定しておきましょう。

迷惑メールを防ぐ

迷惑メールフィルターを設定する

ドコモでは、迷惑メールフィル
ターの設定のほかに、迷惑メー
ルを自動で判定してブロックする
「迷惑メールおまかせブロック」
という、より強力な迷惑メール
対策サービスがあります。月額
利用料金は220円（税込）です
が、これは「あんしんセキュリ
ティ」の料金なので、同サービ
スを契約していれば、「迷惑メー
ルおまかせブロック」も追加料
金不要で利用できます。

迷惑メール
おまかせブロックとはMEMO

1 Sec.69を参考にあらかじめWi-Fi
をオフにしておきます。ホーム画
面で をタップします。

2 「フォルダ一覧」画面で画面右
下の＜その他＞をタップし、＜メー
ル設定＞をタップします。

3 ＜ドコモメール設定サイト＞をタッ
プします。

タップする

2 タップする

1 タップする

タップする

Application
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Section36 

「デバイスを探す」を設定する

本体を紛失してしまっても、パソコンから本体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の使用を
有効にしておく必要があります（P.102参照）。

紛失したデバイスを探す

1 P.18を参考にアプリ一覧画面を
表示し、＜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。

タップする

タップする

タップする

タップする

本体を紛失した際は、パソコンのWebブラウザで「Googleデバイスを探す」
（https://www.google.com/android/find?u=0）にアクセスします。紛失
したデバイスに設定されたGoogleアカウントとパスワードでログインすると、デ
バイスの位置が地図上に表示されます。

パソコンから探すMEMO

Application
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Section41 

ドコモデータコピーでデータをバックアップする

ドコモデータコピーを
利用する
ドコモデータコピーでは、電話帳やスケジュールなどのデータを
microSDカードに保存できます。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すことができます。

1 あらかじめmicroSDカードを挿入
しておき、P.18を参考にアプリ
一覧画面を表示し、＜データコ
ピー＞をタップします。表示されて
いない場合は、P.115を参考に
アプリをアップデートします。

2 初回起動時に「ドコモデータコ
ピー」画面が表示された場合は、
＜規約に同意して利用を開始＞を
タップします。

3 「ドコモデータコピー」画面で
＜バックアップ＆復元＞をタップし
ます。

4 「アクセス許可」画面が表示され
たら＜スタート＞をタップし、＜許
可＞を何度かタップして進みま
す。

タップする

タップする

タップする

タップする

Application
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Section51 

ロック画面に通知を表示しないようにする

ロック画面に通知を表示させたくない場合は、＜ロック画面上の通
知＞をタップして設定を変更します。また、アプリごとに通知方法
を細かく設定することも可能です（Sec.52参照）。

ロック画面に通知を
表示しないようにする

タップする タップする

タップする

1 P.18を参考に「設定」アプリを
起動し、＜アプリと通知＞→＜通
知の設定＞の順にタップします。

2 ＜ロック画面上の通知＞をタップ
します。

3 ＜通知を表示しない＞をタップしま
す。

4 「通知を表示しない」と表示され
ると、ロック画面に通知が表示さ
れなくなります。

通知が表示されなくなった

Application
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Section56 

サイドセンスをオンにする

サイドセンスで操作を
快適にする
Xperia 5 IIIには、「サイドセンス」という機能があります。画面端
のバーをダブルタップしてメニューを表示したり、スライドしてバック
操作を行ったりすることが可能です。

タップする

タップする

3 ＜ON＞になっているか確認しま
す。＜OFF＞になっている場合
はタップして、 を にします。

2 ＜サイドセンス＞をタップします。

1 P.18を参考に「設定」アプリを
起動し、＜画面設定＞→＜詳細
設定＞の順にタップします。

手順 3 の画面で＜サイドセンス
バーの感度調整＞をタップする
と、ダブルタップの速さなどを調
整できます。また、＜サイドセン
スバーの操作範囲＞をタップす
ると、ダブルタップが有効な範
囲などの変更が可能です。

サイドセンスの
動作設定MEMO

確認する

Application
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