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SHG07の各部名称を覚える

SHG07の特徴01 

AQUOS sense6s SHG07は、auから発売されたシャープ製のス
マートフォンです。Googleが提供するスマートフォン向けOS
「Android」を搭載しています。

AQUOS sense6s 
SHG07について

1 SIMカード／ microSDメモリカードトレイ 12 外部接続端子
2 インカメラ 13 スピーカー
3 受話口（レシーバー） 14 5G ／ 4G ／ GPSアンテナ
4 近接センサー／明るさセンサー 15 5G ／ 4G ／ UMTSアンテナ
5 音量UPキー／音量DOWNキー 16 4G ／ UMTSアンテナ
6 アシスタントキー 17 Wi-Fi ／ Bluetoothアンテナ
7 電源キー 18 望遠カメラ／標準カメラ／広角カメラ
8 ディスプレイ（タッチパネル） 19 モバイルライト
9 指紋センサー 20 モバイル非接触IC通信マーク

10 送話口（マイク） 21 5G ／ 4Gアンテナ
11 イヤホンマイク端子 22 5G ／ 4G ／ UMTSアンテナ

正面 背面2
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OS・Hardware
SHG07は、高速通信に対応したAndroid OS 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。なお、本書では
同端末をSHG07と型番で表記します。 

●AIが撮影モードを自動でセレクト

●大容量バッテリー搭載 ●5Gに対応

省エネに優れたIGZO OLEDディス
プレイと4,570mAhの大容量バッテ
リーにより、電池持ちは1週間。「イ
ンテリジェントチャージ」機能で電
池の劣化も軽減されます。

メインカメラでは、撮影シーンを判別し、最適のモードを自動でセレクトします。
静止画はAIオートにより、料理や人、猫、夕景などの被写体とシーンに対応し、
料理はより美味しそうに、夕景はより印象的に撮影されます。動画ではAIライブ
ストーリーにより、よいシーンを判断し、15秒のBGM付きショートムービーを自
動作成します。

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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Section04 

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

ホーム画面を左右に切り替える

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.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）。

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。

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。
なお、アプリなどが置かれていな
いと、画面は変わりません。

フリックする

フリックする

OS・Hardware
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SHG07の文字入力方法

SHG07では、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。「12キー」
（一般的な携帯電話の入力方法）や「QWERTY」などを切り替
えて使用できます。

文字を入力する

QWERTYを追加する

SHG07には、携帯電話で一般的な「12キー」、パソコンと同じ「QWERTY」、
「手書き」、「GODAN」の入力方法があります。なお、本書では「手書き」と
「GODAN」は解説しません。

4種類の入力方法MEMO

QWERTY12キー

手書き GODAN

3 ＜QWERTY＞をタップしてチェッ
クを付け、＜完了＞をタップしま
す。 を2回タップして手順 1 の
画面に戻します。

4 をタップするとQWERTYに変
わります。追加した入力方法は
をタップするごとに変わります。

1 キー入力が可能な画面（ここでは
「メッセージ」の画面）になると、
「12キー」が表示されます。 を
タップします。

2 ＜言語＞→＜日本語＞の順に
タップします。

タップする

タップする

タップする

Application

2 タップする

1 タップする
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連絡帳を利用する
電話番号やメールアドレスなどの連絡先は、［連絡帳］アプリに登
録することができます。なお、通話履歴から連絡先を登録すること
もできます。

連絡先を新規登録する

1 アプリ一覧画面で＜連絡帳＞を
タップします。

2 ［連絡帳］アプリが起動します。

3 画面右下の をタップします。

タップするタップする

5 相手の「姓」を入力して、 を
タップします。

6 同様に「名」、「電話番号」、「メー
ル」などを入力した後、＜保存＞
をタップします。

7 連絡先の登録が完了します。
＜連絡先を編集＞をタップする
と、手順 6 の画面が表示されて、
連絡先を編集することもできま
す。

2 タップする

1 入力する

2 タップする1 入力する

登録した連絡先は、SHG07に
設定しているGoogleアカウント
に保存されます。インターネット
経由で同期でき、初期化や端末
の買い替え時に同じGoogleア
カウントを設定するだけで復元す
ることができます。

バックアップ先の
アカウントMEMO

タップする

4 ［連絡先の作成］画面が表示さ
れます。

Application
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［Chrome］アプリでは、複数のWebページをタブを切り替えて同
時に開くことができます。複数のページを交互に参照したいときや、
常に表示しておきたいページがあるときに利用すると便利です。

複数のWebページを
同時に開く

Webページを新しいタブで開く

リンクをロングタッチし、＜新し
いタブをグループで開く＞をタッ
プすると、リンク先のWebペー
ジが新しいタブで開きます。

リンクを
新しいタブで開くにはMEMO

3 新しいタブが表示されます。1 「アドレス入力欄 」を表示して
（P.58参照）、 をタップします。

2 ＜新しいタブ＞をタップします。

タップする

タップする
タップする

複数のタブを切り替える

不要なタブを閉じたいときは、
手順 2 の画面で、閉じたいタブ
の右上の をタップします。

タブを閉じるにはMEMO

3 表示するタブが切り替わります。1 複数のタブを開いた状態でタブ切
り替えアイコンをタップします。

2 現在開いているタブの一覧が表
示されるので、表示したいタブを
タップします。

タップする

タップする

タップする

Application
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［＋メッセージ］アプリでは、携帯電話番号を宛先にして、テキスト
や写真、ビデオ、スタンプなどを送信できます。［+メッセージ］ア
プリを使用していない相手の場合は、SMSでやり取りが可能です。

＋メッセージを利用する

＋メッセージとは

相手が＋メッセージを利用してい
ない場合は、メッセージ画面の名
前欄とメッセージ欄に「SMS」と
表示されます（上図）。＋メッセー
ジを利用している相手の場合は、何
も表示されません（下図）。

［＋メッセージ］アプリで表示され
る連絡先の相手画面です。＋メッ
セージを標準で利用している相手に
は、 が表示されます。プロフィー
ルアイコンが設定されている場合
は、アイコンが表示されます。

SHG07では、［＋メッセージ］アプリで＋メッセージとSMSが利用できます。＋メッセージ
では文字が全角2,730文字、そのほかに100MBまでの写真や動画、スタンプ、音声メッ
セージをやり取りでき、グループメッセージや現在地の送受信機能もあります。パケットを
使用するため、パケット定額のコースを契約していれば、とくに料金は発生しません。なお、
SMSではテキストメッセージしか送れず、別途送信料もかかります。
また、＋メッセージは、相手も＋メッセージを利用している場合のみ利用できます。SMS
と＋メッセージどちらが利用できるかは自動的に判別されますが、画面の表示からも判断す
ることができます（下図参照）。

タップする

タップする

タップする

＋メッセージを利用できるようにする

1 ホーム画面で をタップします。
初回起動時は、＋メッセージにつ
いての説明が表示されるので、
内容を確認して、＜次へ＞をタッ
プしていきます。アクセス権限の
メッセージが表示されたら、＜許
可＞をタップします。

2 利用条件に関する画面が表示さ
れたら、内容を確認して、＜すべ
て同意する＞をタップします。

3 ［＋メッセージ］アプリについての
説明が表示されたら、左方向に
スワイプしながら、内容を確認し
ます。

4 ［プロフィール（任意）］画面が
表示されます。名前などを入力し、
＜OK＞をタップします。プロフィー
ルは、設定しなくてもかまいませ
ん。

5 ［＋メッセージ］アプリが起動しま
す。

スワイプする

Application
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SHG07では、Googleの音声アシスタントサービス「Googleアシス
タント」を利用できます。端末側面のGoogleアシスタントボタンを
押すだけで起動でき、音声でさまざまな操作をすることができます。

Googleアシスタントを
利用する

Googleアシスタントを利用する

3 話しかけて指示を与えます。

2 Googleアシスタントの開始画面
が表示されます。

1 端末側面のアシスタントキーを押
します。

Googleアシスタントへの問いかけ例

Googleアシスタントを利用すると、語句の検索だけでなく、予定やリマインダーの設定、
電話やメールの発信など、さまざまなことが話かけるだけでできます。まずは、「何ができる？」
と聞いてみましょう。

「東京タワーの高さは？」
「ビヨンセの身長は？」

●調べ物

「ガンバ大阪の試合はいつ？」
「セリーグの順位は？」

●スポーツ

「最寄りのスーパーまでナビして」

●経路案内

「牛の鳴き声を教えて」
「コインを投げて」

●楽しいこと

たとえば、Googleアシスタントで「○○さんにメールして」と話しかけると、
「Gmail」アプリ（Sec.29参照）が起動し、auの「auメール」アプリ（Sec.26
参照）は利用できません。このように、GoogleアシスタントではGoogleのア
プリが優先され、一部のアプリはGoogleアシスタントからは利用できません

（「auメールを起動」などは有効）。

Googleアシスタントから利用できないアプリMEMO

Application

タップして話しかける

キーボードで入力する

キーを押す

音声を登録すると、起動中に「OK 
Google」 と発 声して、 すぐに
Googleアシスタントを使うことが
できます。「設定」の一覧画面で、
＜Google＞→＜Googleアプリの
設定＞→＜検索、アシスタントと
音 声＞ → ＜音 声＞ → ＜Voice 
Match＞→＜Ok Google＞の順
にタップして、画面に従って有効に
してください。

音声でアシスタントを
起動するMEMO
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Section
利用料金を確認する

My auにアクセスする

Application

［My au］アプリでは、契約内容の確認や変更などのサービスが
利用できます。なお、契約内容の確認や変更には、最初に下記
の手順でau IDでログインする必要があります。

My auで利用料金を
確認する

45 

タップする

タップする

タップする

1 ホーム画面で＜au＞フォルダを
タップし、＜My au＞をタップしま
す。

2 ＜au IDでログインする＞をタップ
します。ログイン情報の入力や利
用許諾画面が表示されるので、
画面の指示に従って操作します。

3 ＜はじめる＞をタップします。

4 「My au」のトップ画面（P.129
手順 2 参照）が表示されます。

1 P.128手 順 1 を参考に＜My 
au＞をタップします。 3 利用料金が確認できます。

2 「My au」のトップ画面が表示さ
れます。画面中部の＜もっとみる＞
をタップします。「ご利用状況」
欄の＜通話料＞をタップします。

手順 2 の画面で、右下の をタッ
プすると、auの商品やサービス
についてわからないことを調べ
ることができます。

auのサービスについて
調べるMEMO

2 タップする

1 タップする

タップする
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Section53 通知パネルで通知をオフにする

アプリからの通知をオフにする

不要な通知を表示しない
ようにする
通知はホーム画面やロック画面に表示されますが、アプリごとに通
知のオン／オフを設定することができます。また、通知パネルから
通知を選択して、通知をオフにすることもできます。

2 アプリの一覧が表示されます。
通知をオフにしたいジャンル（ここ
では＜SMS＞）をタップします。

3 通知をオフにしたいアプリ（ここで
は＜+メッセージ＞）をタップして、
＜許可しない＞をタップします。

4 ［＋メッセージ］アプリからの通知
がオフになります。なお、アプリ
によっては、通知がオフにできな
いものもあります。

1 アプリ一覧画面で＜設定＞をタッ
プし、＜アプリと通知＞→＜詳細
設定＞→＜権限マネージャ＞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 通知をオフにしたいアプリの通知
を右方向にスワイプして、 をタッ
プします。

1 ステータスバーを下方向にスワイ
プします。 3 ＜通知をOFFにする＞をタップす

ると、そのアプリからの通知がオ
フになります。

スワイプする

タップする

P.150手順 1 の画面で＜通知＞
をタップして、＜詳細設定＞→
＜アプリアイコン上の通知ドッ
ト＞をクリックしてオンにすると、
アプリからの通知がある場合、
ホーム画面やアプリ画面のアイ
コンの右上に通知ドットが表示さ
れます。

通知ドットの許可MEMO

2 タップする

1 スワイプする

Application
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Section68 
対 応 す る ア プ リ（ ここ で は

［Chrome］アプリ）が起動します。2カメラのレンズをQRコードに向け
て、画面でピントが合うと、自動
で読み取られます。メッセージを
タップします。

1

QRコードを読み取る

［カメラ］アプリの設定確認を行う

QRコードや
バーコードを読み取る
［カメラ］アプリには、QRコードやバーコードを読み取って、Web
サイトなどにアクセスする機能が搭載されています。アプリのインス
トール時などにも役立ちます。

1 ホーム画面で、 をタップします。

2 ［カメラ］アプリが起動したら、
をタップします。

3 ［ 設定 ］画面が表示されたら、
＜QRコード・バーコード認識＞を
確認します。 になっていなかっ
たら、タップします。

4 になってスキャンできるようにな
りました。

タップする

タップする

タップする バーコードを読み取る

［Google］アプリが起動して、バー
コードの情 報が検 索されます。
バーコードによっては何も見つから
ない場合があります。

2カメラのレンズをバーコードに向け
て、画面でピントが合うと、自動
で読み取られます。メッセージを
タップします。

1

タップする

タップする

Application

178 179

7 7


