
Section

ウィジェットを削除するには、ウィ
ジェットをロングタッチして［削
除］までドラッグします。

07		 ウィジェットを追加する

3 ウィジェットが一覧表示されます。
アプリ一覧画面を上下にスワイプ
し、追加したいウィジェットをロング
タッチします。

1 ウィジェットを追加したいスペース
のある画面を表示し、画面をロン
グタッチします。

2 ［ウィジェット］をタップします。

ロングタッチする

タップする

4 配置したい場所で指を離すと、
ホーム画面にウィジェットが追加さ
れます。

ウィジェットは、ホーム画面で動作する簡易的なアプリのことです。情報を表示したり、
タップすることでアプリにアクセスしたりすることができます。SH-51Cには標準でさまざま
なウィジェットがインストールされており、Playストア（P.96参照）でウィジェットをダウン
ロードするとさらに多くの種類が扱えます。また、ウィジェットを組み合わせることで、自分
好みのホーム画面を作成できます。

アプリをすばやく起動するための
ウィジェットもあります。

ウィジェットを設置すると、ホーム
画面で天気や気温、スケジュールな
どの情報をチェックできます。

ウィジェットを利用する
SH-51Cのホーム画面にはウィジェットを設置できます。ウィジェット
を利用することで、情報の閲覧やアプリへのアクセスをホーム画面
上からかんたんに行うことができます。

ウィジェットとは

Application

2 ロングタッチする

1 スワイプする

ドラッグする

ウィジェットの削除MEMO

22 23

1 1



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

50 51

2 2



Section24		

SH-51Cでは「ドコモメール」を利用できます。ここでは、ドコモメー
ルの初期設定方法を解説します。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は、ここでの操作は必要ありません。

ドコモメールを設定する

ドコモメールの利用を開始する

3 ［許可］をタップして進みます。1 ホーム画面で をタップします。
「ドコモメール」アプリがインストー
ルされていない場合は、［アップ
デート］をタップしてインストールを
行い、アプリを起動します。

2 アクセスの許可が求められるので、
［次へ］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

タップする

5 「ドコモメールアプリ更新情報」
画面が表示されたら、［閉じる］
をタップします。

4 プライバシーポリシーや利用規約
が表示されたら、［利用開始］を
タップします。

7 「フォルダ一覧」画面が表示され、
ドコモメールが利用できるようにな
ります。

8 次回からは、P.74手順 1 で を
タップするだけで手順 7 の画面が
表示されます。

1 タップする

6 「文字サイズ設定」画面が表示さ
れたら、使用したい文字サイズを
タップし、［OK］をタップします。

2 タップする

Application

74 75

3 3



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.66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

4 「パスワード確認」画面が表示さ
れたら、spモードパスワードを入力
して、［spモードパスワード確認］
をタップします。

1 入力する

2 タップする

8 「拒否するドメインの登録」の［さ
らに追加する］をタップして、受
信を拒否したいドメインを追加し、
［確認する］→［設定を確定する］
の順にタップすると、設定が完了
します。

5 「メール設定」画面で、「利用シー
ンに合わせた設定」欄の［拒否
リスト設定］をタップします。

6 「拒否リスト設定」の［設定を利
用する］をタップして上方向にス
ライドします。

7 「拒否するメールアドレスの登録」
の［さらに追加する］をタップして、
拒否したいメールアドレスを入力
し、上方向にスライドします。

2 スライドする

3 スライドする

1 タップする

1 タップする

2 入力する

2 入力する
1 タップする

3 タップする

Application

タップする

84 85

3 3



Section32		

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.97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。

1 左側手順 2 の画面で［管理］を
タップし、アンインストールしたい
アプリをタップします。

●アプリをアンインストールする

1 P.96手順 2 の画面でアカウント
アイコンをタップし、表示されるメ
ニューの［アプリとデバイスの管
理］をタップします。

2 更新可能なアプリがある場合、
「利用可能なアップデートがありま
す」と表示され、［すべて更新］
をタップすると、アプリが一括で
更新されます。［詳細を表示］を
タップすると、更新可能なアプリ
の一覧が表示されます。

●アプリを更新する

タップする

2 アプリの詳細画面が表示されま
す。［アンインストール］をタップし、

［OK］をタップするとアンインストー
ルされます。このとき、削除理由
のアンケートが表示される場合が
あります。

NTTドコモで提供されているアプリは、上記の方法ではアップデートやアンイン
ストールが行えないことがあります。その場合は、P.119を参照してください。

ドコモのアプリのアップデートとアンインストールMEMO

タップする

アプリを更新する／アンインストールする

アプリがインストールされる

初期設定ではWi-Fi接続時にア
プリが自動更新されるようになっ
ていますが、自動更新しないよ
うに設定することもできます。
P.99左側の手順 1 のメニュー
画面で、［設定］→［ネットワー
ク設定］→［アプリの自動更新］
の順にタップし、［アプリを自動
更新しない］をタップします。

アプリ自動更新の停止MEMO

1 タップする

2 タップする

Application

タップする

98 99
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Section
現在地を表示する

「マップ」アプリを利用する準備を行う

35		

Googleマップを利用すれば、自分の今いる場所や、現在地から
目的地までの道順を地図上に表示できます。なお、Googleマップ
のバージョンによっては、本書と表示内容が異なる場合があります。

Googleマップを 
使いこなす

タップする

タップする

タップする

3 に切り替わったら、［位置情報
サービス］→［Googleロケーショ
ン履歴］をタップします。

1 「設定」アプリを起動して［位置
情報］をタップします。

2 「位置情報の使用」が の場
合はタップします。位置情報につ
いての同意画面が表示されたら、
［同意する］をタップします。

タップする

タップする

4 「ロケーション履歴」がオフの場
合は［有効にする］→［有効に
する］をタップします。

5 ［OK］をタップします。「マップ」
アプリを使用する準備は完了で
す。

タップする

P.104手順 3の画面で［Google
位置情報の精度］をタップすると、
「位置情報の精度を改善」で、位
置情報の精度を変更することがで
きます。 にすると、収集され
た位置情報を活用することで、位
置情報の精度を改善することがで
きます。

位置情報の精度を
変更するMEMO

4 地図の拡大はピンチアウト、縮小
はピンチインで行います。スライド
すると表示位置を移動できます。

3 位置情報のアクセスを「マップ」
に許可するか聞かれます（ここで
は［正確］を選択し、［アプリ使
用時のみ］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［マップ］をタッ
プします。

2 「マップ」アプリが起動して、現
在地を示す青い点が表示されま
す。初回起動時や現在地を示す
青い点が表示されない場合、
をタップします。

ピンチアウト／ピンチインする

スライドする

Application

タップする

1 タップする

2 タップする

104 105

44



Section

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

［Googleレンズ］アプリを起動し、
［カメラで検索しましょう］をタップ
します。

1

Google レンズで撮影したものをすばやく調べる 47		
Application

スワイプする

Googleレンズを起動する

Googleレンズを
活用する
［Googleレンズ］アプリと［カメラ］アプリを活用して、カメラに写
された画像から、身の回りにあるものを調べることができます。

アクセス許可の画面が表示された
ら［許可］→［常に許可］をタッ
プします。

3ホーム画面のGoogleフォルダを
開き、［レンズ］をタップします。1

初回起動時には［任意の画像で
検索］画面が表示されます。［フォ
トギャラリーを開く］をタップします。

2

［Googleレンズ］アプリ画面の
下にあるモードを変えて調べられ
るものには「翻訳」「文字」「検索」
「宿題」「ショッピング」「場所」「食
事」があります。基本的には
Web検索による調べものです。

Googleレンズで
調べられるものMEMO

タップする

タップする

調べたいものにカメラをかざし、
シャッターボタンをタップします。2

［Googleレンズ］アプリの起動
画面です。［カメラで検索しましょ
う］をタップします。

4

タップする

タップする

タップする

タップする

140 141

6 6



Section

タップする

タップする

タップする

指で触れる

指紋を登録する

SH-51Cは、指紋センサーを使用してスリープモードや画面ロック
を解除することができます。指紋認証の場合は、予備の解除方法
を併用する必要があります。

指紋認証で 
画面ロックを解除する

53		

3 指紋のほかに、予備のロック解
除方法が必要です。ロック解除
を設定していない場合は、解除
方法を選んで設定します（ここでは
［指紋＋ロックNo.］をタップして
います）。

2 ［指紋］をタップします。

1 設定メニューを開いて、［セキュリ
ティ］をタップします。

タップする

4 P.156手順 3を参考に、ロック
No.を設定します。

2 タップする

1 入力する

タップする

タップする

5 ロック画面に表示される通知の種
類を選んで、［完了］をタップしま
す。

8 ［完了］をタップします。

6 ［同意する］→［次へ］の順にタッ
プします。

9 SH-51Cがスリープモードや画面
ロック表示の時に指紋センサーに
触れると、画面ロックが解除され
ます。

7 指紋センサーを指で触れると離す
を、指をずらしながら繰り返します。

Payトリガーは（P.124参照）、
指紋センサーを長押しするだけ
で、すぐに電子決済アプリを起
動できるAQUOSの機能です。
設定メニューから［AQUOSト
リック］→［指紋センサーとPay
トリガー］→［Payトリガー］をタッ
プして、使用する決算系アプリ
を選択して設定します。

PayトリガーMEMO

Application

158 159

7 7



Section61		

エモパーの初期設定をする

エモパーを活用する
SH-51Cには、天気やイベントの情報などを話したり、画面に表示
したりして伝えてくれる「エモパー」機能が搭載されています。エ
モパーを使って音声でメモをとることもできます。

2 ［エモパーを選ぼう］画面でボイス
を選んで［次へ］をタップし、ひ
らがなで名前を入力し、［次へ］
をタップします。

3 あなたのプロフィールを設定し、
［次へ］をタップします。

4 興味のある話題をタップしてチェッ
クを付けます。［次へ］をタップし
ます。許可に関する画面が表示
されたら［分かりました］をタップ
します。

1 アプリ一覧画面で［エモパー］を
タップして起動したら、画面を左
方向に4回フリックし、［エモパー
を設定する］をタップします。

タップする

2 タップする

1 タップする

1 設定する

2 タップする

2 タップする

1 入力する

7 ［同意する］→［完了］をタップ
します。COCORO MEMBERS
に関する画面が表示されたら、［い
ますぐ使う（スキップ）］→［次へ］
をタップします。許可に関する画
面が表示されたら、画面の指示
に従って設定します。

8 設定が完了しました。

6 自宅の位置をタップし、［次へ］
をタップします。

5 自宅を設定します。住所や郵便
番号を入力して、 をタップしま
す。

1 入力する

エモパーは、「自宅で、ロック画
面中や画面消灯中に端末を水平
に置いたとき」「ロック画面で2
秒以上振ったとき」「充電を開 
始／終了したとき」などにしゃべ
ります。基本的にはエモパーが
しゃべる場所は自宅のみです。
なお、エモパーの話を止めたい
ときは、話している最中に端末
を裏返すか、近接センサー／明
るさセンサー（P.8参照）に手
を近づけます。

エモパーの
しゃべるタイミングMEMO

タップする

1 タップする

2 タップする

2 タップする

Application

172 173

7 7



Section66		 Wi-Fiネットワークを追加する

Wi-Fiに接続する

Wi-Fiの接続設定を削除したいと
きは、P.182手順 3 で接続済
みのWi-Fiネットワークをタップ
して、［削除］をタップします。

Wi－Fiの接続設定を
削除するMEMO

Wi-Fiを設定する
自宅のアクセスポイントや公衆無線LANなどのWi-Fiネットワークが
あれば、モバイル回線を使わなくてもインターネットに接続して、よ
り快適に楽しむことができます。

タップする

タップする

タップする

3 接続先のWi-Fiネットワークをタッ
プします。

2 「Wi-Fi」が の場合は、タップ
して にします。［Wi-Fi］をタッ
プします。

1 アプリ一覧画面で［設定］をタッ
プし、［ネットワークとインターネッ
ト］をタップします。

4 パスワードを入力し、必要に応じ
てほかの設定をして、［接続］をタッ
プすると、Wi-Fiネットワークに接
続できます。

1 入力する

2 タップする2 タップする 1 タップする

4 「パスワード」を入力して をタッ
プすると、Wi-Fiネットワークに接
続できます。

タップする

2 「ネットワーク名」を入力し、「セキュ
リティ」の項目をタップします。

3 適切なセキュリティの種類をタップ
して選択します。

1 Wi-Fiネットワークに手動で接続
する場合は、P.182手順 3 の画
面を上方向にスワイプし、画面
下部にある［ネットワークを追加］
をタップします。

1 入力する

1 入力する

2 タップする

2 タップする

Application

タップする

182 183

7 7
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