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※画面はイメージです。

指の腹で1回、軽くたたく動
作が「タップ」。アプリの起動
などに使う基本動作です。

日本語入力などに便利な「フ
リック」。指で画面を押してか
ら、さっとはじくように動かし
ます。

画面切り替えなどに使う「ス
ワイプ」。指で画面を押して一
定方向へすーっと掃くように
動かします。

ドコモのスマホのホーム画面は、指を左右・上下にはらうことで快適に操作できます。

アイコンを長押ししたまま移動
させ、画面上部に表示される
「削除」へドラッグします。

アプリをホーム画面から削除するには？

左右にはらうと
ホーム画面の切り替え

アイコンを長押ししたまま、移動
させる操作の「ドラッグ」で、好き
な位置へ移動できます。

こんにちは
ぬ

に

の

ね

基本的な画面操作  を覚えましょう

ホーム画面の基本操作を覚えましょう
スマートフォンを使う際の基本的な動作を確認しましょう。
スマホの基本操作を覚えましょう

タップ

フリック

スワイプ

すーっと掃くように動かす

さっとはじく

軽くたたく ホーム画面に常時設置しておく
簡易アプリ。天気やニュース、時
計、カレンダーなどの情報をリア
ルタイムで表示できます。また、
検索ウインドウのように必要な
機能にすぐにアクセスできます。

ウィジェット1

ホーム画面に登場し、時刻や着
信などに反応してキャラクター
が動き、メール受信や不在着信
などをお知らせします。

マチキャラなど2

アプリやブラウザのブックマーク
などに、素早くアクセスするため
のアイコンです。

アプリ・ショートカット
アイコン

3

タップするとアプリ一覧が表示。

アプリ一覧アイコン4

初期設定
STEP1
□ スマホの基本操作 P5
STEP2
□ GoogleTMアカウントの設定 P7
STEP3
□ ｄアカウントの設定 P9
STEP4
□ ドコモメールの設定 P11
□ 迷惑メール対策 P12
STEP5
□ 「+メッセージ（プラスメッセージ）」の設定
 P13
STEP6
□ ドコモクラウドへの保存 Ｐ15

機種変更
□ microSDカードへの保存 Ｐ17
□ アカウントの確認 Ｐ17
□ 「ドコモデータコピー」でデータ移行
 Ｐ19
□ おサイフケータイの移行 Ｐ21

初期設定
まずは、ここからはじめましょう!S T E P

1 スマートフォンを快適に使いこなすために、
まずは基本操作を身に付けましょう。

押し続けたまま移動

アイコンの配置を変えるには？

まずはここから
一緒にはじめましょう

はじめに

本冊子内では、一部を除き、SO-54Cの「docomo LIVE UX」の操作にもとづき、操作手順や方法を
紹介しています。そのほかのホームアプリについては、操作方法が異なりますのでご注意ください。
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「利用規約」と「Google PlayTM利用規約」
「プライバシーポリシー」をタップし、
表示された画面の各種規約を確認して
「同意する」をタップ。

「次へ」をタップ。GoogleTMのサービスをONに
する場合は、各項目にチェックを入れ、「同意する」
をタップ＊5。次画面以降で「指紋によるロック解
除」や「画面ロック設定」などが表示されますの
で、画面の案内に従い設定してください。

「アカウントを作成」をタップし、
「自分用」をタップ後、
「次へ」をタップ＊1＊2。

GoogleTMアカウントとして
登録する姓と名を入力し
「次へ」をタップ。

生年月日と性別を入力し、
「次へ」をタップ＊2。

GmailTMアドレスを
選択します。

パスワード（8文字以上）を
入力し、「次へ」をタップ＊3。

内容を確認し、
「はい、追加します」を
タップ＊4。

GoogleTMが提供するさまざまな
サービス利用に必要です。

アプリのダウンロードやGoogleTMサービスを利用するための

なぜ設定するのでしょう？
スマートフォン、タブレット、パソコン
などで、GoogleTMが提供する各種
サービスを利用するためにはアカウント
が必要となります。登録は無料です。

アカウント保護について
業界最先端のセキュリティにより、脅威を侵入前
に検出し自動的にブロックすることで、GoogleTM

アカウント内の情報を保護しています。

GoogleTMアカウントを設定  しましょう
初期
設定

S T E P

2
さまざまなサービスと連携し、より便利に！

確認・入力タップ・選択

ログインすると、さまざまな
Google™サービスが連携し、
便利な日常をサポートします。

自分専用にカスタマイズ可能です
アカウントにログインすれば、どのデバイスからでも
自分専用にカスタマイズされた状態でGoogleTM

サービスを利用できます。

P3にメモ P3にメモ

GoogleTMアカウントは「アプリ一覧」→「設定」
→「アカウント」からも設定することができます。

ドコモクラウド →  P15-16

関連ページ

データ移行について

●端末の設定値
　（ディスプレイ設定やWi-Fi設定など）
●過去にGoogle PlayTMでダウンロード
　したアプリの一括ダウンロード
●過去にGoogle PlayTMでダウンロード
　したアプリの設定

GoogleTMアカウントを初期設定時に設定する
と以下のデータ移行が可能になります。

GoogleTMドライブを使うと便利！

＊1 すでにアカウントをお持ちの場合は、GoogleTMアカウントのメールアドレスまたは電話番号を入力し、「次へ」をタップします。 ＊2 13歳未満のお客さま
がGoogleTMアカウントを作成するには、保護者の同意が必要となります。詳細は「ファミリーリンク」（https://families.google.com/intl/ja/familylink/）
でご確認ください。 ＊3 入力時に無効な文字が含まれている場合や安全性が低い場合は、再設定の必要があります。また、文字数が8文字未満の場合は設定
できません。 ＊4 電話番号を追加しない場合は「スキップ」をタップします。 ＊5 ご利用状況によっては画面が表示されない場合があります。※アカウントを変
更したい場合は同様の手順でアカウントを追加し、最初に設定したアカウントを削除してください。※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。

※サービスの利用には「GoogleTM ドライブ」アプリのインストールが必要な場合があります。

写真や動画、ドキュメントなど、さまざまなファイル
をGoogleTMのクラウドに保管できる！機種変更時の
データ移行もカンタン！

ドライブ内に保存したファイル
は、ほかの人と共有したり、Web
上に公開することも可能。閲覧、
編集、コメントにほかのユーザー
をカンタンに招待できます。

15GBまで無料で利用可能

スマホ

パソコン

タブレット

GoogleTM ドライブ
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案内に従い、生体認証
の設定を行います。
生体認証を設定する
場合は「次へ」をタップ。

リンク先をご確認の上、
「次へ」をタップ。

内容をご確認の上、
「次へ」をタップ。

内容をご確認の上、
「許可」をタップ。

リンク先をご確認の上、
「設定する」をタップ。

「もっと見る」をタップし、
内容を確認して、
「同意して設定する」を
タップ。

内容をご確認の上、
「次へ」をタップ。

内容をご確認の上、
「許可」をタップ。

ネットワーク暗証番号を
入力し、「次へ」をタップ。

ドコモが提供するさまざまなサービス利用に
必要なアカウント（お客さまID）を設定します。

ドコモのサービスを利用するための

なぜ設定するのでしょう？ あんしん・安全への取組み
dアカウントをあんしんし
てお使いになれるよう、右
記のセキュリティ機能を
備えています。

dアカウントを設定しましょう
初期
設定

S T E P

3

確認・入力タップ・選択
ドコモクラウド →  P15-16

※ご利用状況によってはお客さま情報を入力する画面やdポイントクラブ会員規約が表示される場合があります。 

どなたでも無料で作れます
ドコモの契約の有無にかかわらず、メール
アドレス＊があれば、どなたでも無料でお
作りになれます。

上記設定を実施する前に、SIMの開通手続きを完了してください
（開通前のSIMで設定を実施すると、途中で進めなくなる場合があります）。

不正ログインを防止するために2段階認証のご利用を
おすすめします。

関連ページ

＊GmailTMなどのフリーメールアドレスでも可能です。

パスワードレス設定 2段階認証

ログイン通知メール

緊急アカウントロック 

生体認証設定画面があります

生体認証または画面ロックで認証

① dアカウント初期設定時
　（手順　 、　 の間）
② 「アプリ一覧」→「設定」
 →「ドコモのサービス/クラウド」
 →「dアカウント設定」→「生体認証」

「生体認証または画面ロックで認証」を設定すると、毎回パスワー
ドを入力しなくても、指紋・顔などの生体情報やPIN・パターン
ロックなどを使ってログイン・決済などができるようになります。

設定は以下のどちらかで行えます

2022年4月以降発売のスマートフォン・タブレット

詳しくは右の
QRコードから！
dアカウントポータルサイト

スマートフォン、タブレット、パソコン
などで、dアカウント対応のサービスや
dポイントを利用するときに、ご本人
確認を行うために設定します。

ドコモなどのさまざまなサービスが利用できます

さまざまなサービスを
使って、より便利なスマ
ホライフに。 決済 手続きなど エンタメ

詳しくはこちら

リンク先をご確認の上、
「もっと見る」をタップし、
「設定する」をタップ。

P3のメモを確認

「もっと見る」をタップし、
内容を確認して、
「同意して設定する」を
タップ。
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Eメールがかんたん、快適、あんしんに使える

なぜ設定するのでしょう？
メール情報はサーバーに保管されるので、機
種変更時のデータ移行や携帯電話紛失時の
データ復旧も簡単に行えます。

ドコモメールを
設定しましょう

メールをお使いになる前に設定しておくとあんしん

迷惑メール対策
S T E P

4

確認・入力タップ・選択

初期
設定

初期
設定

【特定URL付メール拒否設定】※初期値は「拒否する」が設定されます。※本機能利用時の受信拒否の判定は、ネットスター株式会社より提供されたURL情
報にもとづいて行うものであり、出会い系、アダルト系、不法など特定のカテゴリに該当するサイトのURLを記述したすべてのメールが受信拒否できること
を保証するものではありません。 【SMS拒否設定】※拒否したいXi・FOMA電話機からのみ設定可能です。 【詐欺/ウイルスメール拒否設定】※初期値は
「拒否する」が設定されます。Vade Secure Inc.およびドコモが危険と判断した送信元情報にもとづき提供しています。 Vade Secure Inc.のウイルスパ
ターンファイルにもとづき提供しています。ネットスター株式会社およびドコモが危険と判断したURLリストにもとづき提供しています。本サービスは、す
べてのウイルスの検知および削除を保証したものではありません。

＊1 アクセス許可を求める画面が表示される場合は、「許可」をタップしてください。 ＊2 【メッセージS（スペシャル）受信に関して】内容を確認し、メッセージSを
受け取る場合は「メッセージS利用許諾内容に同意する」にチェックを入れます。 ＊3 タップ後、メール振り分け設定の画面が表示される場合があります。

メールを管理しやすくなります
パソコンやタブレットのWebブラ
ウザから利用できるので、メール
の管理が楽になります。

ホーム画面で「   」を
タップ。

「ソフトウェア使用許諾誓約書」
の内容を確認し「アプリケーショ
ンプライバシーポリシーと使用
許諾の内容に同意する」にチェッ
クして「利用開始」をタップ。次の
画面で表示された内容を確認し
て「利用開始」をタップ＊2。

「ドコモメールのご注意
事項」を確認し「上記内
容に同意する」にチェッ
クして「利用開始」を
タップ。

アップデート内容を確認
し「閉じる」をタップ＊3。

「アップデート」を
タップ。

設定方法 dメニュー 

▲

 My docomo 

▲

 設定 

▲

 すべてのメニューのメールカテゴリにあるメール設定 

▲

 spモードパスワードを入力 

▲

 メール設定

かんたん設定 一括設定

SMS
一括拒否

発信者番号
非通知からの
SMS拒否

海外事業者
からのSMS拒否

ドコモ以外の
国内事業者
からのSMS拒否

指定した
電話番号からの
SMS拒否

ケータイやパソコンからの「特定URL付メール」
や「なりすましメール」などの迷惑メール対策が
よりカンタンに設定できます。

利用シーンに合わせた設定
個別にメールアドレス・ドメインを指定して、
受信／拒否するメールが設定できます。

携帯・PHS／パソコンなどのメール設定
●携帯電話・PHSやパソコンなどからのメール
について受信／拒否できる
●迷惑メールに多くみられる第三者になりすま
して送信元を偽装したメールを拒否できる パソコンからのメールは受信しない方

「キッズオススメ」「受信拒否 強」
※「キッズオススメ」と「受信拒否 強」は同じ設定になります。

1

パソコンからのメールは受信したい方
「受信拒否 弱」

2

●「なりすましメール」とは？
送信元のアドレスを架空のメールアドレス、また
は他人のメールアドレスに偽装して送信される
メールのことです。迷惑メールのほとんどがなり
すましです。

特定URL付メール拒否設定
メール本文や件名に、出会い系サイトなどの
特定のURLが記載されているメールを拒否
できます。

SMS拒否設定
電話番号宛にメッセージを送るSMS（ショート
メッセージサービス）も、受信を拒否する設定
が可能です。

詐欺／ウイルスメール拒否設定
フィッシング詐欺などの危険な送信元からの
メールや危険URLが含まれるメールを拒否で
きます。また、メールにウイルスが添付された
場合は駆除されます。

受信リスト設定
メールアドレス・ドメインを指定して受信でき
ます。

拒否リスト設定
個別のメールアドレス・ドメインを指定して
拒否できます。

迷惑メールを受信した場合は
個別にメールアドレスやドメインなどを指定して、受信／拒否
するメールを設定することができます。
「spモード」「ドコモメール」からそれぞれ設定してください。 詳しくはこちら

パソコンからのメール

特定URL付メール

携帯電話・PHSからのメール

特定URL付メール 特定URL付メール
なりすましメール

そのほかのサイトの
URL付メール

受信します

出会い系や
アダルトサイトなどの
特定URL付メール受信しません

詳しくは右の
QRコードから！
迷惑メールでお困りの方へ

便利で自由な使い方

dアカウントを取得しアプリ内
で設定をしていただければ、
Wi-Fi環境下やほかのメール
アプリなどで利用できます。

dアカウント →  P9-10
関連ページ

詳しくは右の
QRコードから！
ドコモメール

インストール完了後、
「アプリ起動」を
タップ＊1。
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ホーム画面をスワイプし、
「+メッセージ」をタップ。

「次へ」をタップ。 「次へ」をタップ。 「利用条件等」を確認し、
「すべて同意する」を
タップ。

フリックで複数の画面を
送ります。

プロフィールを入力し、
「OK」をタップしたら
設定完了です。

電話番号だけでメッセージや画像などが送れる進化したSMS

なぜ設定するのでしょう？

「＋メッセージ（プラスメッセージ）」を活用  しましょう
初期
設定

S T E P

5
「＋メッセージ」を利用していない相手にも送信できます

確認・入力タップ・選択

送信先が「＋メッセージ」を利用していない場合でも、SMS
（ショートメッセージサービス）での送受信が可能です。

さまざまなファイルの送受信が可能です
メッセージやスタンプのみならず、
写真や動画、地図情報などさまざま
なファイルの送受信が可能です。

複数人のグループでやりとりできます
「＋メッセージ」サービス利用者同士なら、
グループを作成して複数人でメッセージ
やデータの送受信が可能になります。 

データの復元・バックアップができます

「+メッセージ」への招待ができます

※ご利用状況によっては画面の内容が表示されない場合があります。表示されない場合は次の手順へそのまま進んでください。※アクセス許可を求める
画面が表示される場合は、「許可」をタップしてください。※新機種で「＋メッセージ」の利用規約に同意いただく前には「＋メッセージ」を受信することが
できません。「＋メッセージ」を起動し、利用規約に同意してご利用を開始してください。

※SMSで送受信可能な文字数やご利用料金は、「ドコモのホームページ」よりご確認ください。

メッセージ一覧画面に
ある「＋」をタップ。

「新しいメッセージ」を
タップ。

メッセージを送る相手を
タップ。

メッセージを入力し、
「送信アイコン」をタップ
すると送信されます。

初回起動時の回線認証にはspモード接続を使用します。❹まではWi-Fi設定をOFFにしてください。
初回認証後は、Wi-Fi接続でもご利用になれます。

※いくつかのアクセス許可を求めら
れますので許可をしてください。 ※スキップすることも可能です。

※入力は任意です。

フリック 利用者ではな
い相手には、
本サービスへ
の招待ができ
ます。

受信済みメッセージのバックアップは
「マイページ」→「設定」→「メッセージ」
から行えます。

「＋メッセージ」
利用者は、名
前の横にアイ
コンが表示さ
れます。

ドコモ太郎

2018年10月以降発売機種＊ プリインストールされている「＋メッセージ」アイコンをタップしてご利用になれます。

プリインストールされている「＋メッセージ」アイコンをタップし、アプリケーションをダウンロード後、ご利用になれます。2018年5月以降発売機種＊

「＋メッセージ」アイコンがない場合は、「ドコモのホームページ」などから「＋メッセージ」のアプリケーションをダウンロード後、ご利用になれます。
＊一部機種除く。対応機種については、「ドコモのホームページ」でご確認ください。

メッセージの送信

初期設定

メッセージ画面でスタンプ
マークをタップ。

ダウンロードしたい
スタンプをタップ。

「ダウンロード」をタップ
するとダウンロードが
開始されます。

スタンプのダウンロード

アプリをダウンロードするだけ。
アカウント作成も不要です。

ドコモ、au、ソフトバンクの3社が提供
するアプリで、電話番号しかわからな
い相手でも、メッセージや写真、動画
などの送受信が可能になります。

詳しくは右の
QRコードから！
＋メッセージ

※スタンプの種類は時期により
異なる可能性があります。
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ahamoのお客さまへの提供条件については「ドコモのホームページ」または「ahamoのホームページ」をご確認ください。 ※画面はイメージです。

自動お預かり設定を「ON」に設定すると、ご利用環境によりパケット通信が発生する場合があります。
オプション設定からバックアップの通信環境をWi-Fiのみに設定することができます（デフォルト設定：Wi-Fi）。

＊クラウド開始設定時に「同期を開始するには、SIMカードを挿入するか携帯電話番号に対応したdアカウントを設定してください」というエラー表示が出
た場合は、端末に挿入されているドコモUIMカードの電話番号とdアカウントに登録されている電話番号が一致していることをご確認の上、再度、クラウド
の利用開始を行ってください。 ※電池残量が少ないと、バックアップ・復元が実施されない場合があります。※省電力モードなどの設定により、スケジュー
ルどおりにバックアップが実施されない場合があります。

アプリ一覧内の
「dフォト」をタップ。

「同意する」をタップ。 メルマガ設定をして
「次へ」をタップ。

大切なデータはクラウド上に
保存し備えておきましょう。

もしもに備えてドコモのクラウドサーバーに保存

なぜ設定するのでしょう？

データのバックアップをしま  しょう
初期
設定

S T E P

6
失われたデータは復元できません

確認・入力タップ・選択

スマートフォン内のデータは、万が一の故障や不具合など
で失われてしまう可能性があります。一度失われると復元
できないため、重要なデータほどバックアップが必要です。

スマホ以外からでもデータにアクセス可能です
dアカウントがあれば、ご契約
のスマートフォン以外のパソ
コンやタブレットからも写真
や動画を確認できて便利です。

ホーム画面をスワイプし、
「アプリ一覧」をタップ後、
「ドコモ電話帳」をタップ。

内容を確認し「利用する」
をタップ＊。

3択から同期方法を選択
して「OK」をタップ。
※電話帳データを新規でクラウド
へ保存する場合、本画面は表示
されません。

写真・動画データの保存 電話帳データの保存

※メール、写真・動画、電話帳などのデータはmicroSDカードにバックアップすることもできます。

●電話帳クラウドサービス
をご利用になるためには、
電話帳クラウドサービス
の利用設定をONにする
必要があります。

●電話帳への連絡先の新規
登録は以下の手順で行い
ます。

①「ドコモ電話帳」で「すべての連
絡先」を選択し、「＋」をタップ。

②新しい連絡先の作成画面で情
報を入力し、「保存」をタップ。

自動お預かり設定OFFの場合の手動アップロード方法

バックアップもあんしん

「dフォト」アプリ起動後、
右上の「選択」をタップ。

d Wi-Fiの設定方法

保存時の注意事項

メール、写真・動画、電話帳などをクラ
ウド上にバックアップするために設定
します。スマホの故障・紛失時、機種変
更の際にもデータの復元が可能です。

ドコモサーバー ＜ご利用のスマートフォンのデータをサーバーでも管理＞

スケジュール＆メモドコモ電話帳 データ保管BOXドコモメール dフォトご契約中の
スマートフォン

お手持ちの端末

スマートフォン パソコン タブレット

dポイントクラブ会員なら、どなたでも無料
でご利用になれる公衆Wi-Fiサービスです。
ネットワーク名（SSID）の「0001docomo」
「0000docomo」が表示されるところが
Wi-Fiスポットになります。お申込みやご利
用可能スポットの確認など、詳しくは、ドコモ
のホームページをご確認ください。

詳しくはこちらアプリ一覧の中にある
「設定」をタップ。「ネット
ワークとインターネット」
をタップし、「Wi-Fi」を
タップ。

Wi-FiをONにするだけ！
※自動接続できない場合はSSID
「0001docomo」が選択されて
いるかをご確認ください。
※一部の機種は自動接続に対応し
ておりません。

「dフォトを使う」をタップ。

dアカウントにログインするだけ
で、対応したアプリの設定値を
カンタンにバックアップ／復元
できます。

ドコモアプリの
設定を保存

（ドコモアプリデータ
バックアップ）

※対応アプリが
最新バージョン
である必要が
あります。

詳しくはこちら

アップロードしたい写
真を選択し、「お預かり
保存」をタップ。

画面下部にアップロー
ド中の表示がされ、
アップロード完了。




