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ホーム画面の見方

ホーム画面の使い方
タッチスクリーン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「docomo 
LIVE UX」に設定した状態で解説を行っています。

04 
OS Hardware

ステータスバー
ステータスアイコ
ンや通知アイコン
が表示されます
（P.16～17参照）。

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.22参照）。

マチキャラ
タップすると、知
りたいことに応え
てくれます（Sec.
42参照）。

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。

アプリアイコン
ショートカット
「dメニュー」など
のアプリのアイコ
ンが表示されます。

ドック
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。

アプリ一覧ボタン
インストールされ
ているアプリの一
覧が表示されます。

マイマガジン
タップすると、ユーザーが選ん
だジャンルの記事を表示する
「マイマガジン」を利用できま
す。

インジケーター
現在見ているホー
ム画面の位置を示
しています。ホー
ム画面を切り替え
るときに表示され
ます。

ホーム画面を左右に切り替える

ホーム画面を上方向にスワイプ
すると、マイマガジンボタンを
タップしなくても「マイマガジン」
を利用することができます。

ホーム画面を上下に
スワイプ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、ホーム
画面を左方向にスワイプ（フリッ
ク）します。

3 ホーム画面を右方向にスワイプ
（フリック）すると、もとの画面に
戻ります。

2 ホーム画面が、1つ右の画面に
切り替わります。

スワイプする
スワイプする
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Section15 

ドコモのクラウドサーバーに保存し
ている連絡先だけが表示されま
す。

2「ドコモ電話帳」アプリを起動し、
画面左上の をタップしてメ
ニューを表示します。アカウントを
選 択 し ま す。 こ こ で は、
＜docomo＞をタップします。

1

すでに利用したことがあって、ク
ラウドにデータがある場合は、「す
べての連絡先」画面に登録済み
の電話帳データが表示され、ドコ
モ電話帳が利用できるようになり
ます。

5

ドコモ電話帳のクラウド機能を有効にする

電話番号やメールアドレスなどの連絡先は、「ドコモ電話帳」で管
理することができます。クラウド機能を有効にすることで、電話帳
データが専用のサーバーに自動で保存されます。

電話帳を利用する

2 初回起動時は「クラウドの利用
について」画面が表示されます。
＜注意事項＞をタップします。

3 「Chromeにようこそ」画面が表
示された場合は、＜同意して続
行＞→＜続行＞→＜OK＞の順
にタップします。注意事項が表示
されるので、説明を確認して、
をタップします。

1 アプリ一覧画面で＜ドコモ電話
帳＞をタップします。

タップする

タップする

タップする

4 手順 2 の画面に戻るので、＜利
用する＞をタップします。

タップする

電話帳のデータを切り替える

ドコモ電話帳では、電話帳デー
タを専用のクラウドサーバーに
自動で保存しています。そのた
め、機種変更をしたときも、ク
ラウドを利用してかんたんに電
話帳を移行することができます。
そのほか、別の端末から同じdア
カウントを利用することで、クラ
ウド上にある電話帳を閲覧・編集
できる「マルチデバイス機能」
も用意されています。

ドコモ電話帳の
クラウド機能とはMEMO

タップする

Application
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Section23 画面をくっきりと表示する

文字をはっきりと表示する

Webページを見やすく
表示する
F-51Bには、「はっきり文字」と「くっきり表示」という機能が用意
されています。これを利用すると、Webページなどを見やすく表示
することができます。

1 Webページを開きます。

2 ステータスバーを下にフリックし、
パネルスイッチを表示します。

3 ＜はっきり文字＞をタップします。

4 Webページ上の文字がはっきりと
表示されるようになります。

フリックする

タップする

Application

1 Webページを開きます。

2 ステータスバーを下にフリックし、
パネルスイッチを表示します。

3 ＜くっきり表示OFF＞をタップしま
す。

4 画面上の をタップすると、Web
ページがくっきりと表示されるよう
になります。

フリックする

タップする

タップする
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変更したメールアドレスで、ドコモメールを使ってみましょう。ほか
の携帯電話とほとんど同じ感覚で、メールの閲覧や返信、新規作
成が行えます。

ドコモメールを利用する

メールを新規作成する

3 新規メールの「作成」画面が表
示されるので、 をタップします。
「To」欄に直接メールアドレスを
入力することもできます。

4 電話帳に登録した連絡先のアド
レスが名前順に表示されるので、
送信したい宛先をタップしてチェッ
クを付け、＜決定＞をタップしま
す。履歴から宛先を選ぶこともで
きます。

1 ホーム画面で をタップします。

2 画面左下の＜新規＞をタップしま
す。＜新規＞が表示されないとき
は、 を何度かタップします。

タップする 1 タップする

2 タップする

タップする
タップする

ドコモメールでは、メール本文
や一覧表示時の文字サイズを変
更することができます。P.78手
順 2 で画面右下の＜その他＞を
タップし、＜メール設定＞→＜表
示カスタマイズ＞→＜文字サイ
ズ設定＞の順にタップし、好み
の文字サイズをタップします。

文字サイズの変更MEMO

7 ＜送信＞をタップすると、メールを
送信できます。なお、＜添付＞を
タップすると、写真などのファイル
を添付できます。

5 「件名」欄をタップして、件名を
入力し、「本文」欄をタップします。

6 メールの本文を入力します。

1 入力する

写真を添付することができる

入力する

2 タップする

タップする

Application
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YouTubeの動画を検索して視聴する

38 

YouTubeの動画は、「YouTube」アプリで視聴することができま
す。高画質の動画を再生可能で、一時停止や再生位置の変更も
行えます。

YouTubeで
動画を楽しむ

3 検索したいキーワード（ここでは
「技術評論社」）を入力して、
をタップします。

4 検索結果一覧の中から、視聴し
たい動画のサムネイルをタップしま
す。

1 ホーム画面で＜Google＞をタップ
し、フォルダ内の＜YouTube＞を
タップします。

2 YouTube Premiumに関する画
面が表示された場合は、＜スキッ
プ＞をタップします。YouTubeの
トップページが表示されるので、
をタップします。

1 入力する

2 タップする

タップする

タップする

タップする

Application

YouTubeの操作

5 再生がはじまります。
画面右下の を
タップすると、全画
面表示になります。
画面をタップしま
す。

7 再生画面がウィンド
ウ化され、動画を
再生しながら視聴し
たい動画の選択操
作ができます。動
画再生を終了する
には、 をタップす
るか、 を何度か
タップしてYouTube
を終了します。

画質や再生
速度の切り
替え

キャスト

全画面表示の切り替え再生画面のウィンドウ化

タップする

6 メニューが表示され
ます。 をタップし
ます。

タップする

ウィンドウ化されて再生される

112 113
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メニューリストからWebページを探す

dメニューを利用する
F-51Bでは、NTTドコモのポータルサイト「dメニュー」を利用でき
ます。dメニューでは、ドコモのさまざまなサービスにアクセスしたり、
Webページやアプリを探したりすることができます。

タップする

タップする

タップする

タップする

タップする

P.116手順 3で＜マイメニュー＞
をタップしてdアカウントでログ
インすると、「マイメニュー」画
面が表示されます。登録したア
プリやサービスの継続課金一覧、
dメニューから登録したサービス
やアプリを確認できます。

マイメニューの利用MEMO

dメニューは、ドコモのスマート
フォン向けのポータルサイトで
す。ドコモおすすめのアプリや
サービスなどをかんたんに検索
したり、利用料金の確認などが
できる「My docomo」（Sec.41
参照）にアクセスしたりできます。

dメニューとはMEMO

1 ホーム画面で＜dメニュー＞をタッ
プします。「dメニューお知らせ設
定」画面が表示された場合は、
＜OK＞をタップします。

2 「Chrome」アプリが起動し、dメ
ニューが表示されます。画面左
上の タップします。

3 ＜メニューリスト＞をタップします。

4 画面を上方向にスクロールし、閲
覧したいWebページのジャンルを
タップします。

5 一覧から、閲覧したいWebペー
ジのタイトルをタップします。アク
セス許可が表示された場合は、
＜許可＞をタップします。

6 目的のWebページが表示されま
す。 を何回かタップすると一覧
に戻ります。

タップする

Application
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音楽ファイルを再生する

アクセス許可が表示されたら、
＜アプリの使用中のみ許可＞→
＜OK＞の順にタップします。＜ラ
イブラリ＞をタップします。

3

音楽ファイルの表示方法を選択し
ます。ここでは＜アルバム＞をタッ
プします。

4

「デバイスの音楽ファイルを再生し
ますか？」と表示されたら、＜許
可＞→＜許可＞の順にタップしま
す。＜デバイスのファイル＞をタッ
プします。

5

ホーム画面で＜Google＞をタップ
し、フォルダ内の＜YT Music＞
をタップします。

1

初回起動時は設定画面が表示さ
れます。 をタップします。「好き
なアーティストの選択」画面では、
好きなアーティストをタップし、＜完
了＞をタップします。

2

タップする

タップする

タップする

タップする

タップする

タップする

F-51Bでは、音楽の再生や音楽情報の閲覧などができる「YT 
Music」アプリを利用することができます。ここでは、本体に取り
込んだ曲の再生方法を紹介します。

本体内の音楽を聴く

タップする

ミュージックプレイヤー画面の見かた

聴きたいアルバムをタップします。6 聴きたい曲をタップすると、ミュー
ジックプレイヤー画面が表示され、
再生が開始します。

7

タップすると、画
面下部にミュー
ジックプレイヤー
を表示します。

アルバムアート
ワークがあれば
ジャケットが表示
されます。

全画面表示にしま
す。

曲の全体時間が表
示されます。

タップすると、リ
ピート再生を行い
ます。

タ ッ プ す る と、
シャッフル再生を
行います。

プレイリストへの
追加などができま
す。

各ボタンをタップ
して、曲の再生操
作を行えます。

タップすると次に
再生する曲が一覧
で表示されます。

左右にドラッグす
ると、曲の再生位
置を調整できま
す。

曲名、アーティス
ト名が表示されま
す。

曲の経過時間が表
示されます。

Application
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Application

50 

写真や動画を閲覧する
F-51Bには、写真や動画の閲覧用に「フォト」アプリが最初からイ
ンストールされています。撮影した写真や動画は、その場ですぐに
再生して楽しむことができます。

写真や動画を共有する

写真や動画を閲覧する

3 選択した写真や動画が表示され
ます。動画の場合、画面をタッ
プすることで再生の停止やシーク
操作を行うことができます。

1 ホーム画面で をタップします。
初回は、＜バックアップをオンに
する＞をタップします。

2 写真と動画が一覧表示されます。
閲覧したい写真や動画をタップし
ます。

4 をタップすると、もとの画面に
戻ります。

タップする

タップする

3 添付された状態でGmail作成画
面が表示されるので、宛先や件
名、内容を入力します。

4 入力を完了後、 をタップすると、
メールが送信されます。

1 共有したい写真や動画を表示し、
＜共有＞→＜許可＞をタップしま
す。

2 写真のメールへの添付や、SNS
への投稿ができます。追加して
複数の写真を利用できます。ここ
では例として、「アプリで共有」
の＜その他＞→＜Gmail＞をタッ
プします。

入力する

タップする

タップする

タップする

タップする
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Application

52 シンプルモードの操作

シンプルモードを設定する

シンプルモードを
利用する
F-51B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2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.155
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

Application

2 アイコンをタップすると、アプリを
起動できます。ここでは＜設定＞
をタップします。

5 アプリが起動します。通常時より
もシンプルな画面でわかりやすく
操作できます（もとと同じアプリを
利用したい場合はMEMO参照）。

1 シンプルモードでも、基本的な操
作はこれまでとほぼ変わりません。
左右に画面をフリックすると、ホー
ム画面を移動できます。

4 電話をかける場合は、＜かんたん
電話＞をタップします。注意説明
などの画面が出た場合は、画面
に従って進めます。

3 アプリが起動します。アプリの画
面も文字サイズなどが見やすく調
整されています。

タップする

タップする

フリックする

1 1回フリックする

2 タップする

シンプルモードではアプリ一覧
画面が表示されません。ホーム
画面に追加したいアプリがある
場合は、ホーム画面を左にフリッ
クして＜追加する＞をタップして
操作してください。

アプリの表示と利用MEMO
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Application

6 ロック時の通知表示について設
定し、＜完了＞をタップします。
これでフィンガーランチャーが利用
可能になります。

5 画面の指示に従って設定を行い
ます。画面はパターン設定用の
物ですが、他の方法を選択した
場合はこの画面と異なります。

F-51B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

56 

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.160参照）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

7 フィンガーランチャーに登録したい
指の をタップします。

9 本体背面のセンサーに指の腹で
触れます。

8 選択した指が反応していることを
確認し、＜次へ＞をタップします。

10 指紋の登録には数回触れる必要
があります。画面の指示に従っ
て何度かセンサーに触れます。

2 タップする

1 タップする

タップする

タップする
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