
Section01 
Galaxy A53 5Gに
ついて
Galaxy A53 5G SC-53C（以降A53）は、ドコモが販売している
スマートフォンです。手振れ補正やマクロ撮影が可能な高機能カメ
ラを搭載し、手軽に美しい写真を撮影することができます。

各部名称を覚える

❶ フロントカメラ

❷ ディスプレイ（タッチパネル）

❸ 指紋センサー

❹ 受話口／スピーカー

❺ SIMカード／ microSDカードトレイ

❻ 送話口／マイク（下部）

❼ USB Type-C接続端子

❽ スピーカー

❾ 音量キー

10 サイドキー

11 リアカメラ

12 フラッシュ／ライト
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マクロカメラ
約500万画素

（F2.4）

超広角カメラ
約1200万画素

（F2.2）

A53の特徴

●高機能カメラ

●写真のオブジェクト消去機能

A53は背面にマクロカメラを含む3つの
カメラと、深度測位カメラを搭載してい
ます。リアカメラは光学手振れ補正機
能に対応し、リアカメラ、フロントカメ
ラとも夜間でも明るく撮影できるナイト
モードを利用することができます。

A53は、「ギャラリー」アプリで写真の邪魔なオブジェクトを消去する機能を利用する
ことができます

広角カメラ（メイン）
約6400万画素

（F1.8）

深度測位カメラ
約500万画素

（F2.4）
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Section

OS・Hardware

ボタンの操作
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基本操作を覚える
A53の操作は、ディスプレイと本体下部のボタンを、指でタッチや
スワイプ、またはタップすることで行います。ここでは、ボタンの役
割、ホーム画面の操作を紹介します。

戻るボタン

ホームボタン

履歴ボタン

ナビゲーションボタンは非表示に
することができます。「設定」ア
プリを起動し、［ディスプレイ］→

［ナビゲーションバー］をタップす
ると、ナビゲーションボタンのタ
イプが選択でき、［スワイプジェス
チャー］を選択すると、画面のよ
うに最下部にバーのみが表示され
るようになり、画面を広く使える
ようになります（Sec.65参照）。

ナビゲーションボタン
を非表示にするMEMO

キーアイコン

戻るボタン 1つ前の画面に戻ります。

ホームボタン
ホーム画面が表示されます。一番左のホーム画面以外を表示している
場合は、一番左の画面に戻ります。ロングタッチでGoogleアシスタント

（Sec.33参照）が起動します。

履歴ボタン 最近操作したアプリのリストがサムネイル画面で表示されます（P.17参
照）。
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ホーム画面（docomo LIVE UX）の見かた

ステータスバー
状態を表示するステータスアイコン
や、通知アイコンが表示されます。

ナビゲーションバー
操作するボタンが表示されます
（P.12参照）。

ドック
タップすると、アプリが起動します。ドッ
クに表示されているアイコンは、どのホー
ム画面にも表示されます。

エッジパネルハンドル
画面の中央に向かって
スワイプすると、エッ
ジパネルが表示されま
す（Sec.53参照）。

マチキャラ
タップすると、ドコ
モのAIアシスタン
ト「my daiz」が起
動します（Sec.38
参照）。

アプリアイコンとフォルダ
タップするとアプリが起動し
たり、フォルダの中身が表示
されたりします。

ウィジェット
アプリが取得した情報の表示や、設定の切
り替えができます。タップするとアプリが
起動します（Sec.61参照）。

クイック検索ボックス
タップすると、検索画面やト
ピックが表示されます。
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Section21

ドコモメールを利用する
Sec.20で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。

メールを新規作成する

手順 3 の画面で をタップする
と、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
すると、メールアドレスを入力
することができます。送受信の
履歴から宛先を選ぶこともでき
ます。

アドレス帳を利用するMEMO

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。

3 新規メールの「作成」画面が表
示されるので、「To」欄にメール
アドレスを入力します。

Application

タップする

タップする

入力する

タップする
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メール作成画面で［添付］をタッ
プすると、ファイルやその場で
撮影した写真・動画を添付する
ことができます。

写真やファイルを
添付するMEMO

4 「件名」欄をタップして、タイトル
を入力し、「本文」欄をタップしま
す。

5 メールの本文を入力します。

6 ［送信］をタップすると、メールを
送信できます。

入力する

タップする

タップする

2 タップする

1 入力する
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Application

好みのニュースを表示する

マイマガジンは、自分で選んだジャンルのニュースや情報が自動で
表示されるサービスです。読んだ記事の傾向などによって、より自
分好みのニュースや情報が表示されるようになります。

マイマガジンで
ニュースを読む

40 

ホーム画面で をタップするか、
ホーム画面を上方向にスワイプし
ます。

1 画面を左右にフリックしてジャンル
を選び、読みたい記事をタップし
ます。

3

「マイマガジン」画面下部のアイ
コンをタップしてカテゴリーを選び
ます。

2

タップする

記事の概要が表示されます。
をタップすると、手順 3 の記事の
一覧画面に戻ります。

4

タップする

2 タップする

1 フリックする

タップする
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「マイマガジン」画面左上の を
タップします。7

「設定」画面が表示されます。
［パーソナライズ設定］がオンに
なっている時は、クリック状況など
に応じて、「マイニュース」などに
自分好みのニュースや情報が表
示されます。

8

表示したくないジャンルがある場
合は、手順 8 の画面で［ジャン
ル削除・並べ替え］をタップしま
す。下部のアイコンからカテゴリー
を選んでタップし、ジャンル名の
左側の をタップすると、そのジャ
ンルが解除されて表示されなくなり
ます。

9

元記事が表示されて、すべての
情報を確認することができます。6

別の記事をタップして、概要を表
示します。［元記事サイトへ］をタッ
プします。

5

タップする

タップする

1 タップする

2 タップする
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エッジパネルを利用する
エッジパネルは、どんな画面からもすぐに目的の操作を行える便利
な機能です。よく使うアプリを表示したり、ほかの機能のエッジパ
ネルを追加したりすることもできます。

エッジパネルを操作する

標準ではエッジパネルハンドル
は、画面の右側面上部あたりに
表示されていますが、ロングタッ
チしてドラッグすることで、上下
や左側面に移動することができ
ます。また、[設定］→［ディス
プレイ］→［エッジパネル］→［ハ
ンドル］の順にタップすると、色
の変更などもできます。

エッジパネルハンドル
の場所を移動するMEMO

エッジパネルハンドルを画面の中
央に向かってスワイプします。1 パネルの表示が消え、もとの画

面に戻ります。3

「アプリ」パネルが表示されます。
アプリのアイコンをタップすると、
アプリが起動します。パネル以外
の部分をタップするか、 をタップ
します。

2

スワイプする

タップする

Application
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アプリが削除されました。アプリ
を追加したい場合は、左の画面
で追加したいアプリをロングタッチ
します。

3

そのまま追加したい場所へドラッグ
します。4「アプリ」パネルから削除したい

アプリの をタップします。なお、
上半分に表示されるアプリは最
近使ったアプリで、変更すること
はできません。

2

「アプリ」パネルを表示して、
→[編集］の順にタップします。1

「アプリ」パネルをカスタマイズする

タップする

タップする

ロングタッチする

ドラッグする
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