
Section
SH-53Cの特徴

SH-53Cの各部名称を覚える

AQUOS	sense7	SH-53Cは、ドコモ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 sense7 
SH-53Cについて
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1 nanoSIMカード／ microSDカードトレイ
2 マイク
3 受話口
4 近接センサー／明るさセンサー
5 インカメラ
6 音量UP ／ DOWNキー
7 電源キー
8 ディスプレイ／タッチパネル
9 指紋センサー

10 送話口／マイク
11 イヤホンマイク端子
12 USB�Type-C接続端子
13 スピーカー
14 モバイルライト
15 広角カメラ
16 標準カメラ
17 マーク

正面 背面

AQUOS	sense7	SH-53Cは、5Gによる高速通信に対応したAndroid	12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、ドコモや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SH-53Cと型番で表記します。	

標準と広角の2つのカメラを搭載しています。AIオートによって被写体やシーンを自
動的に判別し、色合いが自動補正されるので、誰でもかんたんにきれいな写真を撮
ることができます。最大8倍のデジタル×光学ズームで写真を撮影できます。

●標準と広角の2つのカメラ

4570mAhの大容量バッテリーを搭載し
ています。また、バッテリーの劣化や
膨張を抑える「インテリジェントチャー
ジ」に対応しています。

本体は持ちやすい、上質のアルミボ
ディーを採用しています。本体カラー
はライトカッパー、ブルー、ブラック、
ラベンダー（オンラインショップ限定）
の4種類から選択できます。

●大容量バッテリー ●4種類のカラー

OS・Hardware
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Section

タッチする

電源を切る

ロックを解除する

電源の状態には、オン、オフ、スリープモードの3種類があります。
3つのモードは、すべて電源キーで切り替えが可能です。一定時間
操作しないと、自動でスリープモードに移行します。

電源のオン／オフと
ロックの解除
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スリープモードは画面の表示を消
す機能です。本体の電源は入っ
たままなので、すぐに操作を再開
できます。ただし、通信などを行っ
ているため、その分バッテリーを
消費してしまいます。電源を完全
に切り、バッテリーをほとんど消
費しなくなる電源オフの状態と使
い分けましょう。

スリープモードとはMEMO

3 ロックが解除され、ホーム画面が
表示されます。再度、電源キー
を押すと、スリープモードになりま
す。

1 スリープモードで電源キーを押す
か、指紋センサーをタッチします。

2 ロック画面が表示されるので、画
面を上方向にスライド（P.13参
照）します。

押す

ロック画面からカメラを起動する
には、ロック画面で を画面中
央にスワイプします。

ロック画面からの
カメラの起動MEMO2 表示された画面の［電源を切る］

をタッチすると、数秒後に電源が
切れます。

3 電源をオンにするには、電源キー
を3秒以上押します。1 音量UPキーと電源キーを同時に

押します。

スライドする

同時に押す

スワイプする

OS・Hardware

タッチする

3秒以上押す
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タッチする

電話を受ける

電話をかける
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電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム
画面のアイコンからかんたんに電話を発信でき、着信時はスワイプ
またはタッチ操作で通話を開始できます。

電話をかける／受ける

3 相手の電話番号をタッチして入力
し、［音声通話］をタッチすると、
電話が発信されます。

4 相手が応答すると通話が始まりま
す。 をタッチすると、通話が終
了します。

1 ホーム画面で をタッチします。

2 「電話」アプリが起動します。
をタッチします。

タッチする

タッチする

タッチする

1 タッチする 2 タッチする

3 通話中に をタッチすると、通話
が終了します。1 スリープ中に電話の着信がある

と、着信画面が表示されます。
を上方向にスワイプします。ま

た、画面上部に通知で表示され
た場合は、［応答する］をタッチし
ます。

2 相手との通話が始まります。通
話中にアイコンをタッチすると、ダ
イヤルキーなどの機能を利用でき
ます。

本体の使用中に電話の着信があ
ると、画面上部に着信画面が表
示されます。［応答する］をタッ
チすると、手順 2 の画面が表示
されて通話ができます。

本体の使用中に
電話を受けるMEMO

タッチする

スワイプする

スピーカーオン
／オフ

ダイヤルキーを表示

マイクオン／オフ

音声通話を追加 保留

Application
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Section
Webページを移動する

Webページを表示する

SH-53Cでは、「Chrome」アプリでWebページを閲覧することが
できます。Googleアカウントでログインすることで、パソコン用の
「Google	Chrome」とブックマークや履歴の共有が行えます。

Webページを閲覧する
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3 URL入力欄をタッチし、URLを入
力して、 をタッチします。

4 入力したURLのWebページが表
示されます。

1 ホーム画面で をタッチします。
初回起動時はアカウントの確認
画面が表示されるので、［同意し
て続行］をタッチし、「Chrome
にログイン」画面でアカウントを
選択して［続行］→［OK］の
順にタッチします。

2 「Chrome」アプリが起動して、
Webページが表示されます。
URL入力欄が表示されない場合
は、画面を下方向にフリックする
と表示されます。

タッチする

フリックする

2 タッチする

1 入力する

3 画面右上の をタッチして、 を
タッチすると、前のページに進み
ます。

4 画面右上の をタッチして、 を
タッチすると、表示しているページ
が更新されます。

1 Webページの閲覧中にリンク先
のページに移動したい場合、ペー
ジ内のリンクをタッチします。

2 ページが移動します。 をタッチ
すると、タッチした回数分だけペー
ジが戻ります。

タッチする

タッチする

タッチする

タッチする

Application
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Section27
ドコモメールを利用する
P.78 ～ 79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。

ドコモ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、 をタッチします。
「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メー
ル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チし
てチェックを付け、［決定］をタッ
チします。履歴から宛先を選ぶこ
ともできます。

1 ホーム画面で をタッチします。

2 「フォルダ一覧」画面左下の［新
規］をタッチします。「フォルダ一
覧」画面が表示されていないとき
は、 を何度かタッチします。

タッチする
1 タッチする

2 タッチする

タッチする
タッチする

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.80手
順 2 で画面右下の［その他］を
タッチし、［メール設定］→［表
示カスタマイズ］→［文字サイ
ズ設定］の順にタッチし、好み
の文字サイズをタッチします。

文字サイズの変更MEMO

7 ［送信］をタッチすると、メールを
送信できます。なお、［添付］をタッ
チすると、写真などのファイルを
添付できます。

5 メールの「作成」画面が表示さ
れるので、「件名」欄をタッチし
てタイトルを入力します。「本文」
欄をタッチします。

6 メールの本文を入力します。

1 入力する

タッチする

写真を添付することができる

入力する

2 タッチする
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Section
Googleアシスタントへの問いかけ例

Googleアシスタントの利用を開始する

SH-53C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。アシスタントキー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

ロングタッチする

3 Googleアシスタントが利用できる
ようになります。

2 Googleアシスタントの開始画面
が表示されます。

1 をロングタッチします。

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、SH-53Cに話しかけることでさまざまな操作ができます。まずは、
「何ができる？」と聞いてみましょう。

「1ポンドは何グラム？」
「DXってなに？」
「今月の祭日は？」

●調べ物

「ワールドカップの結果は？」
「大相撲の番付は？」
「高校野球の結果は？」

●スポーツ

「後楽園ホールの行き方は？」
「市ヶ谷駅の時刻表を知りたい」
「近くの食堂に行きたい」

●経路案内

「オカメインコの鳴き声は？」
「今日の運勢は？」
「豆知識を教えて」

●楽しいこと

タッチして話しかける

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.31参照）が起動し、ドコモの「ドコモメール」アプリ
（Sec.27参照）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るため、一部のアプリはGoogleアシスタントから
は利用できません。

Googleアシスタントから利用できないアプリMEMO

音声を登録すると、SH-53Cの
起動中に「OK…Google（オー
ケーグーグル）」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。設定メニューで、
［Google］→［Googleアプリ
の設定］→［検索、アシスタン
トと音声］→［Googleアシスタ
ント］→［OK…GoogleとVoice…
Match］→［使ってみる］の順
にタッチして、画面に従って音声
を登録します。

音声でアシスタントを
起動するMEMO

Application
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撮影後、直前に撮影
した写真のサムネイ
ルが表示されます。
サムネイルをタッチす
ると、撮影した写真
が表示されます。
をタッチすると、イン
カメラとアウトカメラを
切り替えることができ
ます。

「フォト」アプリ（P.132
参照）のアルバムで動
画を選択すると、動画
が再生されます。

4

動画の撮影が始まり、
撮影時間が表示されま
す。撮影を終了するに
は、 をタッチします。

3

動画撮影モードになりま
す。 をタッチします。2

動画を撮影するには、
画面右端を上方向（横
向き時。縦向き時は右
方向）にスワイプして「ビ
デオ」に合わせるか、［ビ
デオ］をタッチします。

1

動画を撮影する

SH-53Cには高性能なカメラが搭載されています。さまざまなシーン
で自動で最適の写真や動画が撮れるほか、モードや設定を変更す
ることで、自分好みの撮影ができます。

写真や動画を撮影する

写真を撮影する

ホーム画面で［カメラ］
をタッチします。はじ
めてカメラを起動した
ときは、カメラの機能
の説明や写真の保
存先の確認画面が
表示される場合があり
ます。

1

写真を撮るときは、カ
メラが起動したらピン
トを合わせたい場所を
タッチして、 をタッ
チすると写真を撮影
できます。また、ロン
グタッチすると、連続
撮影ができます。

2

3

1 タッチする

2 タッチする

タッチする
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スワイプする

タッチする

タッチする

カメラを切り替え

写真を表示

Application

タッチする

撮影時間
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1 ホーム画面で［dメニュー］をタッ
チします。「dメニューお知らせ設
定」画面が表示された場合は、
［OK］をタッチします。

2 「Chrome」アプリが起動し、dメ
ニューが表示されます。［すべて
のサービス］をタッチします。

3 サービスの一覧が表示されます。
［メニューリスト］をタッチします。

4 「メニューリスト」画面が表示され
ます。画面を上方向にスクロール
して、閲覧したいジャンルをタッチ
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チします。アク
セス許可の確認が表示された場
合は、［許可］をタッチします。

6 目的のWebページが表示されま
す。 を何回かタッチすると、一
覧に戻ります。

dメニューを利用する
SH-53Cでは、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、ドコモのサービスにアクセスしたり、メニューリスト
からWebページやアプリを探したりできます。

47

メニューリストからWebページを探す

タッチする

タッチする 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.49
参照）にアクセスしたりできます。

dメニューとはMEMO

タッチする

タッチする

P.140手順 3 で［マイメニュー］
をタッチして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

Application

タッチする

1 スクロールする

2 タッチする

140 141
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壁紙を変更する

54
壁紙を変更する
ホーム画面では、撮影した写真など、SH-53C内に保存されてい
る画像を壁紙に設定することができます。ロック画面の壁紙も同様
の操作で変更することができます。

2 表示されたメニューの［壁紙］を
タッチします。

4 「写真を選択」画面では、ここで
は［カメラ］をタッチします。

1 ホーム画面の何もないところをロ
ングタッチします。 3 ［フォト］をタッチし、［1回のみ］

または［常時］をタッチします。

タッチする

ロングタッチする

タッチする

7 表示された写真上を左右にドラッ
グして位置を調整し、［保存］をタッ
チします。

8 ホーム画面の壁紙に写真が表示
されます。

5 壁紙にする写真を選んでタッチし
ます。許可に関する画面が表示
されたら、［次へ］→［許可］の
順でをタッチします。

6 ここではホーム画面に壁紙を設定
するので、［ホーム画面］をタッチ
します。［ロック画面］や［ホー
ム画面とロック画面］をタッチして、
ロック画面の壁紙を設定すること
もできます。

タッチする

タッチする

1ドラッグする

2 タッチする

2 タッチする

1 タッチする

Application
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