
Section

OS・Hardware
P.24手順 3 の画面で、下部の
［編集］をタップします。1 画面を左右にスワイプして、ウィ

ジェットの大きさを選び、［ウィジェッ
トを追加］をタップします。

4

ウィジェットが追加されます。ウィ
ジェットを削除する場合は →
［削除］の順にタップします。画
面右上の［完了］をタップすると、
編集が終了します。

5

画面左上の をタップします。2

追加したいウィジェット（ここでは
［リマインダー］）をタップします。3

ウィジェットを追加／削除する

ウィジェットで情報を確認する

06 

iPhoneでは、ニュースや天気など、さまざまなカテゴリの情報をウィ
ジェットで確認することができます。ウィジェットの順番は入れ替える
ことができるので、好みに合わせて設定しましょう。

ウィジェットを利用する

3 下部のウィジェットが表示されま
す。画面を左方向にスワイプする
と、ホーム画面に戻ります。

1 ホーム画面を何回か右方向にス
ワイプします。

2 ウィジェットが一覧表示されます。
画面を上方向にスワイプします。

スワイプする

スワイプする

スワイプする

ロック画面を右方向にスワイプす
ることでも、ウィジェットを表示
することができます。

ロック画面から
表示するMEMO

ウィジェットはホーム画面にも追
加できます。詳しくは、P.228
を参照してください。

ウィジェットを
ホーム画面に追加するMEMO

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 スワイプする

スワイプする
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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 入力する

1 入力する

タップする

一括設定をする

8 ［インストール］をタップして、再度
［インストール］をタップします。

9 メールアカウントに登録する名前
を入力し、［次へ］をタップします。

10 「インストール完了」画面が表示
されたら、［完了］をタップします。

4 「同意して設定」のURLをタップ
します。

5 プロファイルをダウンロードします。
［許可］→［閉じる］の順にタッ
プします。

6 ホーム画面で［設定］→［ダウ
ンロード済みのプロファイル］→
［インストール］の順にタップしま
す。

7 パスコードを設定している場合は
入力します。

1 Sec.05を参考に、あらかじめ
Wi-Fiを未接続にしておきます。
Safariで「sbwifi.jp」と入力し、［開
く］（または［Go］）をタップします
（Sec.27参照）。

2 一括設定の説明画面が表示され
ます。利用規約を確認し、［同意
して設定開始］をタップします。

3 メッセージの通知が表示されるの
でバナーをタップし、本文を表示
します。

ホーム画面で［設定］→［一般］
→［VPNとデバイス管理］→［一
括設定］の順にタップします。「一
括設定」画面が表示され、［詳細］
をタップするとFONやソフトバン
クWi-Fiスポット、Eメール（i）
のアカウント情報を確認できま
す。

一括設定した内容を
確認するMEMO

タップする

タップする

入力する

2 タップする

1 タップして確認する

タップする
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Section

Apple Musicとは

32 Apple Musicの利用を開始する

1 ホーム画面で をタップし、［今す
ぐ聴く］をタップします。 3 アカウントを確認し、［サブスクリ

プションに登録］をタップします。

4 気になるジャンルとアーティストを
画面に従って登録し、［完了］を
タップするとApple Musicの利用
が開始します。Apple Musicは、月額制の音楽ストリーミングサービスです。ストリーミング再生だけでなく、

iPhoneやiPadにダウンロードしてオフラインで聴いたり、プレイリストに追加したりするこ
ともできます。個人プランは月額980円、ファミリープランは月額1,480円、学生プランは
月額580円で、利用解除の設定を行わない限り、毎月自動で更新されます。サブスクリ
プションを購入すると、iTunes Storeで販売しているさまざまな曲とミュージックビデオを
自由に視聴できるほか、著名なアーティストによるライブ配信のラジオなどを聴くこともでき
ます。また、ファミリープランでは、家族6人まで好きなときに好きな場所で、それぞれの
端末上からApple Musicを利用できます。なお、Apple Oneに登録することでもApple 
Musicを利用できます。Apple Oneは、Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade、
iCloud+の4つのサービスを個人プランは月額1,100円、ファミリープランは月額1,850円
で利用できます。

Apple Musicのメンバーシップにな
ると、プロフィールを登録したり、
ほかのユーザーと曲やプレイリスト
を共有したりすることができます。

Apple Musicのサブスクリプショ
ンを開始すると、Apple IDのメー
ルアドレス宛に「サブスクリプショ
ンの確認」という件名でメールが
届きます。このメールには、購
入日や更新価格などが記載され
ているので、大切に保管しましょ
う。

サブスクリプション購入の
お知らせを確認するMEMO

タップする

タップする

タップする

Apple Musicを
利用する
Apple Musicは、インターネットを介して音楽をストリーミング再生
できる新しいサービスです。月額料金を支払うことで、数千万曲以
上の音楽を聴き放題で楽しめます。

タップする

Application

2 「Apple Musicを6か月間無料で
楽しもう。」の［無料で開始］をタッ
プします。

SiriからApple Musicを利用する、
Voiceプランも選択することができ
ます（月額480円、1カ月間無料）。
安価ですが、ほかのプランに比べる
と、制約があります。
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Section

写真を編集する

36 フィルタをかけてカラーエフェクトを
かんたんに設定したいときは を
タップします。

5 写真に傾きがある場合は自動で
補正されます。画面下部のアイコ
ンと目盛りで写真の角度や歪み
の調整ができます。また、 をタッ
プすると左右反転ができ、 をタッ
プするごとに写真が90度回転し
ます。 をタップします。

8

画面下部で写真の大きさを選択
することでかんたんにトリミングが
できます。自由な大きさにしたいと
きは、枠の四隅をドラッグしてトリ
ミング位置を調整します。 をタッ
プすると写真が保存されます。

9

フィルタ部分を左右にスワイプし、
フィルタを設定します。フィルタの
下の目盛りを左右にドラッグする
と、フィルタの強度の調整ができ
ます。

6

写真をトリミングするには をタッ
プします。7

写真を編集中に編集を行う前の
オリジナル画像を確認したいと
きは、表示されている写真をタッ
プします。どれくらいの補正がで
きているか、すばやく確認する
ことができて便利です。

編集中に編集前の
画像を確認するMEMO

編集中の画面上部の をタップ
すると、写真内に手書き入力が
できます。

そのほかの編集機能MEMO

「写真」アプリで編集したい写真
を表示し、画面右上の［編集］
をタップします。

1 より詳細な補正を行いたい場合
は、補正項目のアイコンを左にス
ワイプし、目盛りを左右にドラッグ
して細かく調整します。

4

写真が自動補正されます。アイコ
ンの下に表示される目盛りを左右
にドラッグすると、好みに合わせ
た補正ができます。

3

写真や動画を
編集・利用する
iPhone内の写真や動画を編集してみましょう。明るさの自動補正
のほか、「傾き補正」や「フィルタ」、「調整」などを利用できます。
また、動画の編集ではトリミングで長さを変更できます。

タップする

タップする

タップする

タップする

「調整」画面が表示され（ポート
レートモードの写真はP.158 ～
159参照）、明るさやコントラスト
などの補正が行えます。ここでは
をタップします。

2

タップする

ドラッグする

2ドラッグする

2ドラッグする

2 タップする

1 スワイプする

1 スワイプする

1ドラッグする

Application
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Section

新しいロック画面を追加する

ロック画面にウィジェットを表示させたり、時計の表示を変更したり
カスタマイズすることができます。また、複数のロック画面をかんた
んに切り替えることもできます。

ロック画面を
カスタマイズする

59 
Application

時刻の表示が変更されます。時
刻の上のウィジェットを変更したい
場合はタップします。

8

時刻に表示したいフォントとカラー
をタップし、 をタップします。7

時刻の下にウィジェットが追加され
ます。時計の時刻をタップします。6

追加したいウィジェットをタップし
て、 をタップします。5

設定するロック画面の壁紙のサ
ムネイルをタップします。3

選択した壁紙のプレビューが表示
されます。［ウィジェットを追加］を
タップします（P.233MEMO参照）。

4をタップします。2

ロック画面を表示し、タッチしま
す。Face IDなどを設定している
場合はロックを解除します（P.251
参照）。

1

タッチする

タップする

タップする

タップする

タップする

追加された

変更された

タップする

2 タップする

2 タップする

1 タップする

1 タップする

変更したいウィジェットをタップし、
をタップします。9

2 タップする1 タップする

既にウィジェットが設定されてい
る場合は、「ウィジェットを追加」
が表示されません。その場合は、
ウィジェット部分をタップし、削
除するウィジェットの をタップ
して削除し、追加したいウィジェッ
トをタップすることで、ウィジェッ
トを変更することができます。

ウィジェットを変更するMEMO
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