
わたしに、ちょうどいい。

使 い こ な し ガ イ ド
基 本 操 作や便 利 機 能 がこれ 一 冊でわ かる



○ IGZOディスプレイは、（株）半導体エネルギー研究所との共同開発により量産化したものです。○ 画面の明るさ、バックライト点灯時間、画面のなめらかさ、CPU動作、
自動同期、Wi-Fi®、位置情報、ヒカリエモーションが制限されます。＊1 米国の映画制作会社で構成される業界団体Digital Cinema Initiatives（DCI）で定められたデジ
タルシネマ規格です。映画撮影に使われるカラーフィルムの色域に対応し、比較的広範囲の色域を表現できます。＊2 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約
3mの距離から12.5リットル／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温
で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに通信機器を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。＊3 IP6Xと
は、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、通信機器の内部に塵埃が侵入しない機能を
有することを意味します。＊4 お客さまのご利用環境により電池の寿命は異なります。＊5 当社従来機種（AQUOS SH-M04）との比較。

鮮やかで
臨場感溢れる
ディスプレイ

あんしんして
長く使える

電池持ちと防水

スマートに
ロックを解除！

指紋認証＆
顔認証 

色彩豊かな表現力!
リッチカラーテクノロジーモバイル

動画も鮮やか! 
バーチャルHDR

明るくて高精細!
フルHD＋ IGZO

防水対応はもちろん濡れた手でもスムーズに動く！

電池に負担の少ない充電 インテリジェントチャージ

液晶テレビAQUOSの技術を
受け継いだ色再現。デジタル
シネマの標準規格（DCI-P3＊1）
に対応し、表現できる色域が
大きく広がりました。

自分で 撮 影した動 画 や
WEB動画も、明部と暗部
の表現が目で見たままに近
いHDR画質のような表現
豊かな表示で楽しめます。

より明るい表示が可能に
なったIGZOディスプレイ。
高精細なフルHD＋（2,160
×1,080）で細かな描写ま
でしっかり表現します。

キャップレス防水構造を採用し、水回りでもあんしんして使える防水（IPX5/8）＊2・防塵
（IP6X)＊3に対応。水濡れに強いIGZO&タッチパネルで、画面に水滴がついてもスムー
ズな動作を実現しました。

負担の少ない充電方法で電池の劣化を抑え、1年後も電池の
寿命を90％以上維持＊4します。

本体前面の指紋センサーで、
机などに置いたままでもすば
やくロックを解除できます。
新たに顔認証にも対応し、ロッ
ク画面を正面から見るだけで
解除できるようになりました。

明るく撮れて
ピントもばっちり。

AIでかんたん
撮影！

大型ピクセルセンサーで明るさアップ！ 
夕景も料理も自動で
きれい！AIオート

AQUOS sense2のアウトカメラではイメージセ
ンサーのピクセルサイズを従来＊5に比べ25％大
型化しました。さらにF値2.0の明るいレンズも
採用。屋内などの薄暗いシーンでも被写体のリ
アルな質感や色を残せます。

アウトカメラでの撮影時に、自
動で賢く被写体を選択。AIが、
夕景や料理など7種類の被写
体を検知・判断して最適な画
質に調整します。
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SDカードやBluetoothを使用して、従来の携帯電話などの旧端末から
電話帳などのデータを引継ぐことができます。

引継げるデータの種類や
手順は、引継ぎ元の端末
によって異なります。ま
た、microSDからデータ
を引継ぐ場合は、あらかじ
めデータを保存しておき
ます。

ホーム画面にある をタップし❷「設定」→❸「システム」から「データ引継」を開きます。

データ引継で引継ぎ元の端末を選択4

ホーム画面 システム設定1 32

シャープ端末からの機種変更による
データの引継ぎは、引継ぎ元の端末の
データを「データ引継」からmicroSD
カードに保存しておきます。

microSDの出し入れの際は、必ず電源
を切ってから行ってください。

引継ぎ項目1つに対し複数のデータが
保存されている場合は、質問ダイアログ
に従い、選択して引継ぐことができます。

メールの引継ぎは、受信メール、送信
メール、下書き／未送信メール、それぞ
れ個別に「追加登録」ができます。「削除
して登録」はできません。

データを本体に読み込むには「機内
モード」をオンにする必要があります。

スケジュール

電話帳

エモパー

SMSメール

ユーザー辞書

ここで 引 継 ぎ が で きるデ ー タは 、
シャープ製のアプリのデータに限られ
ます。Googleなど他のサービスやア
プリのデータは、個別に引継ぐ必要が
あります。

5

6

シャープ製スマートフォン・ケータイからのSDカード経由の引継ぎ

引継ぎができるデータ
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iPhoneや他社のスマートフォンの「連
絡先（電話帳）」データはBluetoothを
使用して引継ぐことができます。連絡
先以外のデータについては、ここでは
行えません。各自で個別に引継ぐ必要
があります。

接続ができたら「開始」を
タップします。

6

8

7

電話帳

はじめてiPhoneと接続する際
に、AQUOSとiPhoneの両方
に確認画面が表示される場合
は「ペア設定する」、 iPhoneで

「ペアリング」をタップします。

Bluetooth機器が表示されます。目的
のiPhoneをタップします。見つからな
い場合はBluetooth接続を確認して

「再検索」をタップします。

5

iPhone・その他のスマートフォンからのBluetooth経由の引継ぎ

引継ぎができるデータ

電源を入れたときやディスプレイを点灯させたときに
表示されるロック画面に関する設定を行いましょう。

「スワイプまたはタップ」
セキュリティをかけずに誰でも
ロック画面を解除できます。

「パターン」
4つ以上の点を結ぶパターンを設定します。

「ロックNo.」
4～16桁の数字を設定します。

「パスワード」
英字1文字以上を含んだ、4～16桁の英

数字と半角記号を設定します。

「顔認証」
インカメラで顔を登録し、

画面を正面から見るだけで、ロック画面を
解除できるようになります。

「指紋」
指の指紋を登録し、指紋認証で

ロック画面を解除できるようになります。
「アプリフォルダ」にある をタップし
「設定」から「セキュリティと現在地
情報」を開き、「端末のセキュリティ」に
ある設定で、ロック画面とセキュリティ
に関する各設定を変更します。

ロック画面の通知を表示させたくない場
合は、「ロック画面の設定」にある「ロック
画面の通知」で「通知をすべて表示しな
い」に設定します。

紛失などに備えたロック画面とセキュリティ設定

ロック画面で通知を表示させない設定

設定を開く

ロック画面の設定

ロック画面の通知

セキュリティと現在地情報

1

1 3

2

2
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AIオートは、「人（顔）」「料理」「花」「夕景」「花火」「QRコード」「白板・黒板」
の7種類の被写体を検知・判断して最適な画質に調整します。

A
ステータスバーを下へドラッグすると通知パネルが表示され、さらにド
ラッグすると各種設定の切替えができる機能ボタンが表示されます。

各種設定の切替えができる機能ボタンが表示されます。長押しすると設定画面が開
き、詳細な設定ができます。Wi-FiやBluetoothなど、頻繁にオン/オフを行う機能を最
初の６個に配置しておくと、❷の状態でのオン/オフができます。

●画面の明るさ
画面の明るさを調整できます。

●機能ボタン
各種設定のオン/オフ状態を確認、設定
ができます。

●パネルの位置
フリックするとページを切替えられます。

●機能ボタンの編集
機能ボタンの並び替えや削除、追加が
できます。

●通知パネル

●設定へのアクセス
設定を開きます。

ステータスバーを下へドラッグ、または
フリックします。

通知パネルの をタップするか、さら
に下までドラッグします。

クイック設定パネルの基本操作

ステータスバーをドラッグ 通知パネルをさらにドラッグ1 2

●シャッターボタン

●セルフタイマー 

●イン/アウトカメラ切替え

●明るさ調整
（露出補正）

●ズームバー

●撮影モード ●カメラ設定 ❶

「インカメラ」と
「アウトカメラ」の切替え

設定❸で、表示がオンの
場合に表示。「5秒」「10秒」

「OFF」を設定（初期設定
では非表示）

●フラッシュ

保存先設定インテリジェントフレーミング
microSDカード装着時に
表示され、撮影データの保
存先を設定できます。

オンにすると、被写体に合わ
せて、水平などの構図補正を
自動で行います。

写真サイズの設定は、撮影
する写真サイズだけでなく
画角（撮れる範囲）も変わっ
てきます。

設定（写真タブ）1  写真タブ→写真サイズ2 共通タブ3

2

一番
大きなサイズ
は12M
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肌や顔のライン、目の大きさを調整できる「AQUOSビューティー」で
撮影画面を確認しながらメイク感覚で補正・調整を行えます。

マニュアルでは、水準器の表示やデジタルカメラのような本格的な
マニュアル撮影を行うための設定が用意されています。

●シャッターボタン ●セルフタイマー

●フルマニュアル項目

●イン/アウトカメラ切替え

●個別AE/AF ❸

●水準器

●撮影モード  ●カメラ設定 ❶

ピントと明るさを個別に決
めない通常のタップフォー
カス（33ページ）を行う場
合は、「顔優先AF」か「セン
ターAF」に設定します。

「◯」は垂直、「横ライン」
は水平の二軸の水準器

ピントと明るさを個別に
移動させることで決めら
れるフォーカスモード

 をタップまたは左にスワ
イプして表示

●フラッシュ

◯ホワイトバランス

◯ISO感度

◯シャッタースピード

◯フォーカス

◯彩度

◯コントラスト

◯明瞭度

白とび/黒つぶれ表示HDR
白とび、黒つぶれを起こし
ているところをゼブラ状(斜
線)で表示する機能

オンにすると、場面に応じ
て白とびや黒つぶれを抑え
た写真が撮れます。

スワイプして
設定項目を表示

設定（写真タブ）1 共通タブ→フォーカス設定3共通タブ2

3

インカメラの撮影モードには、背景がぼけてポートレート写
真のような写りになる「背景ぼかし」があります。このモードで
撮影すると、より表情が際立ちます。ぼかし量を撮影画面上
でリアルタイムで確認しながら撮影できます。

インカメフラッシュとアイキャッチセルフィー

インカメラは画面が発光することで、フ
ラッシュの役割を果たします。セルフタイ
マーでの撮影では、視線を集めやすく目
線が合いやすいタイマーを表示します。

●シャッターボタン

●セルフタイマー
（アイキャッチセルフィー）

●AQUOSビューティー項目

●補正・調整効果のオン/オフ

●イン/アウトカメラ切替え●撮影モード  

●カメラ設定

 をタップまたは左にスワイプ
して表示

●フラッシュ

◯美肌効果の効き具合を調整

◯小顔効果の効き具合を調整

◯肌の色合いを調整

◯顔の明るさを調整

◯目の大きさを調整スワイプして
設定項目を表示

ポートレートに最適な背景ぼかしモード

補正・調整効果 なし

補正・調整効果 初期設定

補正・調整効果 最大
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ピントを合わせたいところをタップすることで、正確にピントを合わせま
す。同時にタップした被写体の明るさも調整してくれます。

（フォーカスマーク）が 青
くなったらピントが合った状態
です。このとき、ピントが合った
被写体の明るさも調整してく
れます。

（フォーカスマーク）をもう一
度タップするとシャッターが切
れます。写真が撮れるタイミン
グのズレが少なく、手ブレの軽
減にもつながります。

意図したところにピントを合わ
せたいときは、ピントを合わせ
たい場所をタップすると、タッ
プした場所に （フォーカス
マーク）が出てきます。

スマートフォンの手ブレの原因は、シャッターボタンをタップする際の衝撃で端末が動いてし
まうためです。シャッターを切る際は「優しくタップして、そっと離す」ことを心がけるだけで手
ブレを起こしにくくなります。

夕景のような逆光では、画面の一番明るいところをタップ（タップフォーカス）します。ピントと一緒
に明るさも調整してくれるため、白とびを防ぎつつ、色鮮やかな夕景が撮れます。

逆光のときこそタップフォーカス

手ブレを起こさないためのシャッターの切り方

ピントを合わせたい場所をタップしてピントを合わせる「タップフォーカス」

ピントを合わせたい
場所をタップ

ピントが合い
明るさも調整されます

 をタップすると
シャッターが切れます

動画の撮影は、カメラを「ビデオ」に切り替えて撮影します。動画撮影中
にシャッターボタンをタップすると、写真も同時に撮れます。

録画開始ボタンをタップすると録画を開始し、録画中は「録画停止ボタン」に変わり、タップ
すると録画を停止します。録画中に「録画停止ボタン」の横にあるボタンをタップすると動画
を撮りながら、写真も同時に撮影できます。録画中に写真を撮る際は、シャッター音は鳴りま
せん。動画撮影でも写真と同じように、画面をなぞるだけで明るさの調整とズームを録画中
に行えます。また、画面をタップしてピントフォーカスも同様に使えるので、動いている被写
体などで、ピントが合わないような場合でも録画中のピント合わせが可能です。

動画の撮影画面

通常の動画は1秒間に30コマで録画します。タイムラプスは、数秒から十数秒間隔で1コマ
ずつ録画し、1秒間の動画を撮るために数分から数十分かけて撮影するため、早送りして再
生しているような動画になります。時間の経過による変化を撮影するのに適した動画です。
夕暮れどきの空の変化や雲の動きといった時間の経過がわかる風景を撮影してみましょう。

本体を固定して撮るだけの簡単撮影！
SNSにおすすめの一味違うタイムラプス動画も撮れる！

●録画開始ボタン

●録画停止ボタン（録画中）

●セルフタイマー 

●ズームバー

●カメラ切替え

●明るさ調整
（露出補正）

●撮影モード 

シャッターボタン
（録画中）

●カメラ設定

「インカメラ」と
「アウトカメラ」の切替え

録画開始のタイマー設
定。設定で表示がオンの
場合に表示。「5秒」「10秒」

「OFF」を設定（初期設定
では非表示）

●モバイルライト

（録画中）
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「LINE」は、いつでも、どこでも無料で通話やトーク（チャット）が楽しめる
コミュニケーションアプリです。

撮影した動画から写真として切り出す「あとからキャプチャー」を使え
ば、撮影後にベストショットを選ぶだけで写真として残せます。

「静止画切り出し」をタップ
します。

画面のどこかを一度タップし、
右上の  をタップします。

「アルバム」から、撮影した動
画を選択します。

写真として残したい場面を表示した状態で をタップすると写真が保存されます。

動画は１秒間に30枚の写真を撮っているのと同じです。動きが多く写真撮影が難しい場面
は、動画で撮影しておき、あとから静止画で切り出しましょう。

動く子どもやペットは動画から写真にしよう

撮影した動画から静止画を切り出す

アルバムで動画を選択1

スライダーをドラッグ4 タップして写真として保存5

選択した動画の表示2 切り出しメニュー３ 「Playストア」から「LINE」を
あらかじめインストールし
ておきます。ホーム画面に
ある「LINE」を起動し以下
の手順で進めていきます。

3

21

「新規登録」をタップします。

自分の電話番号が表示さ
れます。「LINE」を始めるに
は電話番号の認証(登録)
が必要です。「次へ」をタッ
プします。

SMS（ショートメッセージ）
を使って、自分の電話番
号を認証します。「確認」を
タップすると、SMSでメッ
セージが届きます。

自動的に認証番号が入力
され次へ進みます。自動で
入力されない場合は、メッ
セージに記載されている認
証番号を入力します。

4

はじめて「LINE」を使う人の登録作業

新規登録1

電話番号の認証 (1)2

電話番号の認証 (3)4

電話番号の認証 (2)3



14 15

便
利

の

6

7

5

年齢確認を行います。年
齢確認は、あとから設定す
ることもできます。

Googleのアカウント(メー
ルアドレス)を登録します。
アカウントを登録すること
で、機種変更をしても、お
使いのLINEアカウントを
新しい機種に引き継いで
使えるようになります。

メールアドレスを登録す
ると、認証番号がGoogle
アカウント(メールアドレ
ス)に届きます。届いた入
力番号を入力し、「LINE」
の新規登録が完了すると、

「LINE」を使用できます。

友だち一覧画面右上の
をタップすると、友だち追
加の設定が行えます。

「友だち自動追加」の文字
をタップすると、友だちの
自動追加、表示、ブロック
といった、友だちの追加や
表示に関する設定を行え
ます。

8 9

年齢確認5

  メールアドレス登録 (1)6

  メールアドレス登録 (2)7  

友だちの設定8

友だち追加の設定9

XXXX

XXXX

友だち一 覧 画 面 右 上の
をタップして設定を開き

「トーク」をタップします。

「LINE」を起動し、旧端末で登録した
メールアドレスとパスワードを入力し
ます。ログインするとメッセージが表
示されます。「確認」をタップします。

「トーク履歴のバックアッ
プ・復元」をタップします。

電話番号が表示され「次へ」をタップ
すると、SMSでメッセージが届きます。
自動的に認証番号が入力（または自分
で入力します。）され次へ進みます。

アカウントに関する引継ぎは終了です。

「Google ドライブにバック
アップする」をタップすると、
バックアップがはじまります。
このバックアップは、自動で
はありません。定期的にバッ
クアップしておきましょう。

「復元する」は、最後にバック
アップをした状態に復元し、新
しい端末への引継ぎ時などに
使用します。

トーク履歴の復元

1

4

トーク履歴の保存（バックアップ）と復元

新しい端末に「LINE」を引継ぐ　新しい端末でログインすると旧端末上ではLINEを使えなくなります

設定1

トーク履歴の保存3

   トーク履歴の
　バックアップ・復元2

ログイン1

電話番号での認証2

年齢確認3

アカウントデータの同期4

1 2

3

AndroidとiOSのように
OSを横断してのトーク履歴の

引き継ぎはできません
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シーンに応じてタイミング良く役立つ情報を話しかけてくれるエモパー。
豊富な話題の中から、あなたの生活に合わせてお話ししてくれます。

「LINE」のアカウントには、さまざまなデータが含まれていますが、アカウント引き継ぎをしても移行
できるデータと、できないデータがあります。たとえばトーク履歴とコイン残高は異なるOS間での引
き継ぎはできません。同じOS間でなければ引き継げません。アカウントの引継ぎに際しては、引継ぎ
元の端末であらかじめ、メールアドレスの登録をしておく必要があります。また、登録しているメール
アドレスや電話番号が変更になった場合は、最新の状態にしておくことが大切です。

「LINE」のデータ iPhone Android

友だち ◯ ◯
グループ ◯ ◯
プロフィール情報 ◯ ◯

購入したスタンプ △ △
購入したスタンプは、アカウント引継ぎ後に再ダウンロードが必要です。

ひとこと ◯ ◯
ノートの投稿 ◯ ◯
タイムライン情報 ◯ ◯
グループタイムライン情報 ◯ ◯

トーク履歴
△

iCloudを利用することでトーク履歴のバックアップ・
復元が可能ですが、異なるOSへは引き継げません。

△
Android間のトーク履歴の移行には、

バックアップ・復元が必要です。

コイン残高 △ △
コイン残高は異なるOSへは引き継げません。

トークの背景 × ×
通知音 × ×
LINE Pay残高 ◯ ◯

6

7

をタップして設定を開きます。
「トーク」から「トーク履歴のバッ
クアップ・復元」をタップします。

旧端末で設定した「Google アカウ
ント」を選択します。「前回のバック
アップ」に最後にトーク履歴を保
存した日時などが表示されます。

「復元する」をタップすると、トーク
履歴を最後に保存した状態に復
元することができます。

トーク履歴の復元5

「Google アカウント」6

復元する7

※「LINE」の引き継ぎ等について、詳細は「LINE」のヘルプセンターをご参照ください。http://help.line.me/
※ 記載されている手順は一例です。ファイルの管理方法等は、引き継ぎ元の機種によって異なります。

声でアラーム＆タイマー

ロック画面からすぐに声で使えるお役立ち機能です。使
うほどに学習し、いつものアラーム時刻を把握します。

エモパーヘルスケア

健康的な体重や歩数の維持を応援する機能です。体重
をエモパーに教えれば、毎日の歩数を考慮して、あなた
にあわせた専門的なアドバイスをしてくれます。これで
ダイエットが楽しく続けられます。

エモパーメモ

声で手軽にメモができます。予定にあわせて天気もお知
らせします。ロック画面を２回タップして話しかけるだけ
で、話しかけたメモをエモパーが記憶。エモパーらしいタ
イミングで、お知らせしてくれます。

外でもエモパーから通話スタイルでお話し

職場から出る時など、特定のシーンで振動してお知らせ。
耳に当てると、帰宅時の電車の遅延情報やお出かけ先の
周辺情報などの役立つ情報を教えてくれます。

画面にある「今日の予定」「To 
Doを入力する」などをタップ
して、情報を入力しましょう。
エモパーの選択やあなたにつ
いての設定、動作についての
詳細な設定は、画面右上の

から行います。

ホーム画面にある をタップ
して「エモパー」を起動し、「エ
モパーを設定する」をタップし
進めていきます。

プロフィールとして、名前、性別
と誕生日を設定していきます。

興味のある話題を選択します。

自宅の位置情報を設定し、画
面の指示に従って進みます。

エモパーの初期設定エモパーの便利な機能とお話し例

プロフィール1

エモパーの話題2

自宅の設定3

初期設定の完了4
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顔認証は、ロック画面を正面から見るだけで解除できる認証機能です。
あらかじめ顔を登録しておけば、スムーズなロック解除が行えます。

指紋認証は、指紋センサーを指でタッチして行う認証機能です。
ロック解除やホームキーとして使用できます。

3 4

タッチ式指紋センサー
指紋センサーを前面に配置。
画面が消えた状態からでも、
面倒なパスワード入力やパ
ターン入力なしでロック解除
できます。

ホーム画面にある をタッ
プし「AQUOS便利機能」を
開き、以下の手順で進めて
いきます。

「指紋登録」をタップします。
ホームキーとして使う場合
は、ここで設定します。

ロック解除方法を選択し、
画面の指示に従って設定を
進めます。

指を少しずらしたり、角度を
変えたりしながら、100％に
なるまでタッチをすると、指
紋の登録が完了します。

ジェスチャー操作
指紋センサーを使ったジェス
チャー操作をONにし、ナビ
キーを非表示にすれば、大画
面がめいっぱい使え、さらに
見やすくなります。
※ 操作の割当ては設定から変更できます。

指紋センサー1

ロック解除方法の選択2

指紋の登録3

登録の完了4

指紋の登録

2

4 5

ホーム画面にある をタッ
プし「設定」を開き、以下の
手順で進めていきます。

「顔認証」をタップします。

登録にあたっての注意点を
確認し、画面の指示に従っ
て登録していきます。

予備のロック解除方法を選
択し、画面の指示に従って
設定を進めます。

画面の丸枠内に顔を入れ、
認証する顔を登録します。

顔認証による「ロック画面の
解除タイミング」を設定し登
録を完了します。

顔の登録

セキュリティと現在地情報1

ロック解除方法の選択3

顔の登録4

解除のタイミング5

顔認証の登録2
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AQUOSならではの便利機能を設定すれば
スマホを快適に使うことができます。

いくつもボタンを押さなくても、本体の上の縁をなぞるだけで
すばやく画面を保存（スクリーンショット）できます。

2 3

一時メモ
画面の縁を下になぞると一時
メモ用スクリーンショットを
画面端に表示します。フリッ
クすると引き出すことができ、
タップしてそのままゴミ箱へ
ドラッグすると削除できます。

ボタンでスクリーンショット
スクリーンショットは、「電源
キー」と「音量DOWNキー」を
同時に長押しすることで撮る
こともできます。

ホーム画面にある をタッ
プし「AQUOS便利機能」を
開き、「Clip Now」から、以下
の手順で進めていきます。

「ON/OFF設定」をタップし、
オンにします。

本体の上の縁を左上または
右上の隅から真横になぞり
ます。左右どちらかの上隅
をタップしたときにブルッと
なったら、「Clip Now」が感
知しているので、左または右
になぞります。

スクリーンショットが撮れる
と効果音が鳴り、画像とし
て保存されます。ステータス
バーに表示され、そこからス
クリーンショットの画像が
確認できます。

Clip Now

Clip Now1

画面をなぞる2

画面を保存する3

＊ 生活パターンの学習
にはエモパーの機能を
使います。エモパーが
OFFの場合は、就寝時
間を手動設定してくだ
さい。

ホーム画面にある をタッ
プし「設定」を開き、以下の
手順で進めていきます。

「リラックスオート」にチェッ
クを入れます。リラックス
オートの有効時間、画質の
設定も行えます。

実証の詳細はシャープのホー
ムページでご確認ください。
http://www.sharp.co.jp/k-tai/
products/16_1st/ui/prove.html

就寝前は目にやさしい「リラックスオート」

目にやさしい画質に設定することができ、あなたの生活パターン＊を学習して、就寝時
刻が近づくと自動的にブルーライトを抑えた目にやさしい画質に切替える機能も搭
載しています。

リラックスオートの効果
就寝前にスマートフォン操作を行った場合、リラックス
オートを利用した方が快眠を助けるホルモンであるメラ
トニンの分泌量が多く、また熟眠感も高いという実験結
果が得られました。

ディスプレイ1

詳細設定2

リラックス設定3

リラックスオート4



22 23

A
Q
U
O
S

の
便
利
機
能

動作や機能を一部制限＊することで電池を長持ちさせる機能です。「ステータスバー」
から「クイック設定パネル」で簡単にオン／オフを設定できます。

＊ 画面の明るさ、バックライト点灯時間、画面のなめらかさ、CPU動作、自動同期、Wi-Fi、位置情
報、ヒカリエモーションが制限されます。

周囲からののぞき見をブロック
電源を切ると「のぞき見ブロック」は無効になります。「ス
テータスバー」から「クイック設定パネル」で簡単に設定
できます。「強弱設定」で周りの人から見えにくくする効果

（濃淡）を調整できます。

長エネスイッチ利用（イメージ図） 

ホーム画面にある をタッ
プし「設定」を開き、以下の
手順で進めていきます。

ホーム画面にある をタッ
プし「設定」を開き、以下の
手順で進めていきます。

「のぞき見ブロック」にチェッ
クを入れます。

「長エネスイッチ」を「ON」に
します。機能制限に関する詳
細などの設定も行えます。

あんしんの
電池持ち

周囲の目を気にしなくてすむ「のぞき見ブロック」

いざというとき電池を長持ちさせる「長エネスイッチ」

のぞき見防止フィルムを貼らなくても、周りの人からディスプレイを見えにくくします。カ
ラーフィルタが、正面からの見やすさはそのままに、周囲からののぞき見をブロックします。

ディスプレイ1

省エネ＆バッテリー1

のぞき見ブロック3

詳細設定2

長エネスイッチ2

パターンの選択4

強弱の設定5

持ち上げたことを感知して自動で画面をオンにするので、使えるシーンが広がります。ま
た、持っている間は画面が消えない「Bright Keep」にも対応しているので便利です。

ホーム画面にある をタッ
プし「AQUOS便利機能」を
開き、以下の手順で進めて
いきます。

ホーム画面にある をタッ
プし「AQUOS便利機能」を
開き、以下の手順で進めて
いきます。

「ON/OFF設定」をタップ
し、オンにします。

「持つと画面点灯」「Bright 
Keep」それぞれの「ON/
OFF設定」をタップしオンに
します。

スクロールオートを利用す
るアプリを選択します。

長いページもらくらく流し見「スクロールオート」

持つと画面を点灯させる「自動画面点灯」

WebサイトやSNSを閲覧中、画面をゆっくり上下にスクロールし、表示される矢印の上で
指を離すと、自動で画面スクロールを開始します。－＋をタップすると速度を変えられ、楽
に縦に長いページをチェックできます。

スクロールオート1

自動画面点灯1

対象アプリ設定2

ON

OFF
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文字やアイコンを大きく見やすくし、スマホが初めてでも快適に使える
４つの機能を集約して、一括で機能をONにすることができます。

輝度・コントラスト・彩度
を調整して見やすくする。

文字を大きく読みやすく
する。

文字入力キーボードを見やす
くする。

ホーム画面にある をタップし「AQUOS便利機能」にある「かんたんモード」で設定できます。

スマホの操作に慣れていなくても快適な「かんたんモード」

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

フォントサイズ（特大）はっきりビュー S-Shoin一括シンプル切替

電話帳やメールなどの個人データは定期的に
バックアップを取っておくと、万一の際に役立ちます。

電話帳

エモパー

ユーザー辞書/
学習辞書（S-Shoin）

スケジュール

SMSメール

データ引継で保存できるデータ

バックアップを取っておきたい項目を選
んで保存します。GoogleのGmailなど、各
サービスのアカウントで管理しているデー
タについても、アカウントを選択すること
でバックアップできます。Googleアカウン
トの場合はせ「設定」→「システム」「バック
アップ」でそれぞれ設定できます。

ホーム画面にある をタップし
「設定」を開き、以下の手順で進
めていきます。

3

microSDカードにデータを保存する

システム1

データ引継2

SDカードにデータ保存3

バックアップをしたいデータを選択4

アカウントを選択5

microSDカードへ保存されます7

保存6

microSDの出し入れの際は、必ず
電源を切ってから行ってください。
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端末の調子がおかしいときは「セルフチェック」で
原因の自己診断ができます。

端末内のデータをすべて消去したいとき
や、出荷時の状態にリセットして再度端末
を設定し直したい場合は、端末の初期化で
行えます。端末内に必要なデータがある場
合は、必ずデータのバックアップをしてから
初期化しましょう。

チェック方法を選択したら、画面の指示に従ってセルフチェックを行います。チェックが
終わると診断結果が表示されます。診断結果は、診断履歴として保存されます。

4

ホーム画面にある をタップし「設定」を開き、以下の手順で進めていきます。

ホーム画面にある をタップし「設定」を開き、以下の手順で進めていきます。

セルフチェックで端末の状態をチェック

端末の初期化の仕方

セルフチェックは、端末の症状または機能からチェックできます。具体的な症状がはっき
りしている場合は「端末の症状から」を、特定の機能についてチェックしたい場合は「端
末の機能から」をチェックしましょう。チェックした内容は、端末のトラブル時、症状を説
明する場面でとても役立ちます。

「電源キー」を長押しして表示される「故
障かな？と思ったら」からも、セルフチェッ
クを行うことができます。

2

3

システム1

セルフチェック2

お困りのときは1

リセットオプション2

チェック方法を選択3

すべてのデータを消去3

チェック項目を選択4

モバイル端末をリセット4

診断結果5

すべて消去5

出荷時状態に初期化されます6
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AQUOSのスマホ／タブレットの使いこなし情報やサポート情報は
「SHSHOW」から知ることができます。

商品の表現および仕様に関するご注意・商標一覧
●商品写真などに関しては、実物と若干異なる場合がありますのでご了承ください。 ●掲載の画面はハメコミ合成であり、イメージです。実物と若干異なる場合がありますのでご了承く
ださい。 ●仕様およびデザインは性能・機能向上のため、変更になる場合があります。 ●「AQUOS／アクオス」「エモパー／emopa」「バーチャルHDR 」「リッチカラーテクノロジーモバ
イル／Rich color technology Mobile」「はっきりビュー」「AQUOSかんたんホーム」「COCORO MEMBERS」「COCORO EMOPA」および「COCORO EMOPA」ロゴ、「AQUOS」ロ
ゴ、「AQUOS sense2」ロゴ、「IGZO」ロゴは、シャープ株式会社の登録商標または商標です。●Google、Android、Google Play およびその他のマークは、Google LLCの商標です。 ●
Qualcomm及びSnapdragonは米国及びその他の国 で々登録されたQualcomm Incorporatedの商標です。Qualcomm SnapdragonはQualcomm Technologies, Inc.またはその子
会社の製品です。 ●Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。 ●Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。 ●本製品の音声合成ソフトウェアにはHOYAサービス株式会社
のVoiceTextを使用しています。VoiceTextは、Voiceware社の登録商標です。 ●文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。iWnn © OMRON SOFTWARE 
Co., Ltd. 2008-2018 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2018 All Rights Reserved. ●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ●  
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ●OracleとJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社
の米国およびその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。 ●「LINE」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。 
●掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

ホーム画面にある をタップし「SHSHOW」を開きます。
画面上部のタブを切り替えるか、左上の「メニュー」から、
サポートや使いこなしなど、知りたい情報を選択します。
AQUOSの基本的な使い方や機種変更についてなどは、❹

「使いこなし」からが便利です。

また、「SHSHOW」では、ライブ壁紙やスタンプ絵文字など
のメール素材、着信音などにも使えるサウンド、電子書籍な
どのコンテンツを無料でご利用できます。

AQUOSのカメラを使った
撮影のテクニックは「カメラ
撮影のコツ」または、右のQR
コードからWebでご覧にな
れます。最新機種で撮った
写真や動画の作例も公開し
ています。

1

4

2 3

メールアドレス、各種暗証番号やパスワードなどは大切な個人情報です
忘れないように管理しましょう

Google

MEMO

楽しさとサポート情報を提供するアプリ「SHSHOW」

カメラの撮影術なら「PHOTOSHOW」

QRコードで読み取ったサイトへのアクセス、
ご利用にはパケット通信料がかかります。






