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赤外線通信を利用する

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータ（電話帳、メ
モ帳、ブックマーク、プロフィール、静止画、動画、音楽など）を
やりとりできます。

赤外線通信のバージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外
線ポート間に物を置かないでください。また、お互いの赤外
線ポートは受信終了まで動かさないでください。

赤外線通信利用時のご注意

相手機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送
されなかったりすることがあります。また、赤外線通信中に、ほ
かの機能が起動すると通信が終了します。

赤外線ポートには目を向けない

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでくださ
い。目に影響を与えることがあります。

データを1件ずつ受信する

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに
向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま
す。

ツール 赤外線

赤外線画面が表示されます。

1件受信 本機と送信側の赤外線ポートを合わせる OK

赤外線受信待機中画面が表示されます。

相手機器でデータ送信の操作を実行

データが受信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
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データを一括して受信する

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに
向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま
す。

ツール 赤外線

赤外線画面が表示されます。

全件受信

認証コードを入力 （確定） 本機と送信側の赤

外線ポートを合わせる OK

赤外線受信待機中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため
の暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します
（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行

操作用暗証番号を入力

追加登録

データが登録されます。

・本機のデータを削除して登録するときは、 削除して登録

を押します。このときは、画面に従って操作してくださ
い。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
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データを1件ずつ送信する（例：メモ帳）

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに
向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま
す。

ツール メモ帳

メモ帳一覧画面が表示されます。

送信するメモを選択 （メニュー） 1件送信 赤

外線送信

はい 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる

OK はい

赤外線送信中画面が表示されます。

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

データを選択して送信する（例：メモ帳）

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに
向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま
す。

ツール メモ帳

メモ帳一覧画面が表示されます。

（メニュー） 選択送信 赤外線送信

送信するメモ帳を選択 （ 表示） （送信）

はい 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる

OK はい OK

赤外線送信中画面が表示されます。

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。
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機能ごとのデータを一括して送信する
（例：電話帳）

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに
向き合うようにしてください。

・送信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま
す。

電話機能 電話帳

電話帳画面が表示されます。

（メニュー） 送信 赤外線送信

送信方法の選択画面が表示されます。

全件送信 送信する（画像付き） ／ 送信する（画像な

し） （顔写真未登録時は はい ）

操作用暗証番号を入力 アカウントを選択

OK はい 認証コードを入力

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため
の暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します
（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる （確定）

赤外線送信中画面が表示されます。

相手機器で認証コードの入力、データ受信の操作を実行

データが送信されます。
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プロフィール（電話番号など）を送信する

本機と受信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに
向き合うようにしてください。

・画像ファイルや音楽ファイルを送信することもできます（送信す
るデータの種類によっては、操作が異なることがあります）。

ツール 赤外線

赤外線画面が表示されます。

1件送信

送信データ選択画面が表示されます。

プロフィール

・その他のファイルを送信するときは、対応する項目を選

択 を押したあと、画面に従って操作してください。

赤外線送信 本機と受信側の機器の赤外線ポートを合わせる

OK はい

赤外線送信中画面が表示されます。

相手機器でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。
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Bluetooth®を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続した
り、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとり
したりすることもできます。

Bluetooth®について

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などの
Bluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。
次のようなことができます。

機能 説明

オーディオ出力
ワイヤレスで音楽などを聴くことができま
す。

ハンズフリー
通話

Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッド
セット機器でハンズフリー通話ができます。

データ送受信 Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証す
るものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通
話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示さ
れないことがあります。

Bluetooth®を利用可能にする

設定 Bluetooth

Bluetooth®画面が表示されます。

Bluetooth （ 表示）

Bluetooth®機能が有効になります。

・Bluetooth®機能を無効にするときは、 Bluetooth

（OFF）を押します（ 表示）。
・待受画面で （長押し）と操作してもBluetooth®機能をON／

OFFできます。

Bluetooth®接続時の操作

ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®画面で （メニュー） この端末の名前を変

更 名前を入力 （確定）

・ Bluetooth がONのときに設定できます。

・名前に絵文字を入力すると、名前を変更できないときがありま
す。

aptX®を優先的に利用するかどうかを設定する

Bluetooth®画面で （メニュー） aptX aptX

OK

・ Bluetooth がONのときに設定できます。

・ aptX を押すたびに、選択（ ）／解除（ ）が

切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ

い。
・設定後に接続した機器に反映されます。接続済みの機器はいっ

たん切断してから、接続し直してください。
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通話時に、常にハンズフリー機器を利用して通話す
るかどうかを設定する

Bluetooth®画面で （メニュー） 常にハンズフリー通

話

・ Bluetooth がONのときに設定できます。

・ 常にハンズフリー通話 を押すたびに、選択（ ）／

解除（ ）が切り替わります。
・ 常にハンズフリー通話 を有効にすると、着信時に本機とハン

ズフリー機器の両方が着信状態になり、本機で電話を受けても
ハンズフリー機器から通話できます。無効にすると、電話を受
けた機器で通話します。

こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能を
ONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、
Bluetooth®機能はOFFになります。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）しま
す。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できま
す。

・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定
するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてくださ
い。

設定 Bluetooth

Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近く
にあるBluetooth®機器が表示されます。

・目的の機器が表示されないときは、 （メニュー） 更新 と

操作し、再検索をしてください。

ペア設定する機器を選択 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハ
ンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必
要な場合があります。

・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任
意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。

・同じパスキーが表示されていることを確認する旨のメッセージが
表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表
示されていることをご確認ください。

・登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされたデバイス」
欄に表示されます。

ペア設定時の操作

ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®画面でペア設定している機器を選択 （詳細

設定） 名前を変更 名前を入力 （確

定）

・ Bluetooth がONのときに設定できます。

・名前に絵文字を入力すると、名前を変更できない場合がありま
す。

ペア設定を解除する

Bluetooth®画面でペア設定している機器を選択 （詳細

設定） （切断）

・ Bluetooth がONのときに設定できます。



185
通

信
／

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

AQ
UO

S ケ
ー

タ
イ

サービスを選択してBluetooth®機器と接続する

Bluetooth®画面でペア設定している機器を選択 （詳細

設定） 項目を選択

・ Bluetooth がONのときに設定できます。

・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用でき
ます。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

設定 Bluetooth

Bluetooth®画面が表示されます。

・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器
が表示されます。

接続する機器を選択

選択した機器と接続されます。

相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続され
ます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほ
かの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してく
ださい。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してくださ
い。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ

い。

接続しているハンズフリー機器などを切断
する

Bluetooth®画面で接続済みの機器を選択 OK

Bluetooth®でデータを受信する（例：電話
帳）

相手からデータの受信要求があると、Bluetooth®共有通知が表示さ
れます。次の操作を行うと、受信することができます。

Bluetooth®共有通知が表示

承諾

受信完了後、待受画面で ステータスバーを選択

共有通知を選択

・待受画面に表示される通知マーク（ ）を選択しても確認でき
ます。

Bluetooth®共有通知を選択 読み込むデータを選択

画面に従って操作

データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
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Bluetooth®通信で受信したファイルを確認
する

Bluetooth®画面で （メニュー） 受信済みファイルを

表示 ファイルを選択 画面に従って操作

Bluetooth®でデータを送信する（例：電話
帳）

電話機能 電話帳

電話帳画面が表示されます。

送信する電話帳を選択 （メニュー） 送信

Bluetooth送信

送信する（画像付き） ／ 送信する（画像なし） （顔写真未登

録時は はい ）

相手機器を選択

データが送信されます。

バックアップについて

バックアップについて

本機で利用できるバックアップの方法は次のとおりです。

方法 説明

データ引継

「データ引継」を利用して、他の機器や本機
で保存したSDカードのデータを取り込んだ
り、本機のデータをSDカードに保存（バック
アップ）したりすることができます。詳しく
は、「データ引き継ぎを利用する」を参照し
てください。

あんしんバック
アップ

専用の機能を利用して、本機のデータをネッ
トワーク内のサーバーや本機のSDカードに
保存（バックアップ）したり、読み込んだり
することができます。詳しくは、「あんしん
バックアップを利用する」を参照してくださ
い。
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データ引き継ぎを利用する

データ引き継ぎ時のご注意

取り込み時のご注意

本体メモリの空き容量が少なくなっているときは、インポートで
きません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止さ
れます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめしま
す。

保存時のご注意

本体メモリの空き容量が11MB未満のときは、保存できません。
また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電
池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。

SDカードからデータを取り込む

ほかの機器や本機でSDカードに保存したデータ（電話帳、メール、
スケジュール、ブックマーク、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書）
を、本機に取り込むことができます。

・あらかじめバックアップデータを保存したSDカードを取り付けて
ください。

・保存した相手機器によっては、本機で電話帳データを正しく取り
込めないことがあります。

設定 データ引継・リセット データ引き継ぎ

データ引き継ぎ画面が表示されます。

・データ引き継ぎ画面で 取り込み前の準備方法 を押す

と、以前お使いの端末での準備方法を確認できます。

開始 従来の携帯電話から ／ スマートフォンから

microSD ／ microSD経由 開始

取り込む項目を選択 取り込むファイルを選択

（追加登録）

はい

取り込みが開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

読み込みが完了します。

ユーザー辞書／学習辞書の取り込み時のご
注意

ユーザー辞書／学習辞書（S-Shoin）を取り込む場合、本体メモ
リに保存されているユーザー辞書／学習辞書（S-Shoin）のデー
タが削除されますのでご注意ください。
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赤外線で取り込む

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに
向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま
す。

設定 データ引継・リセット データ引き継ぎ

データ引き継ぎ画面が表示されます。

・データ引き継ぎ画面で 取り込み前の準備方法 を押す

と、以前お使いの端末での準備方法を確認できます。

開始 従来の携帯電話から

赤外線 開始

認証コードを入力 （確定） OK

赤外線受信待機中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため
の暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します
（特に決まった数字はなく、その通信限りのものです）。

相手機器で認証コードの入力、データ送信の操作を実行

操作用暗証番号を入力

追加登録

データが登録されます。

・本機のデータを削除して登録するときは、 削除して登録

を押します。このときは、画面に従って操作してくださ
い。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
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Bluetooth®で電話帳を取り込む

設定 データ引継・リセット データ引き継ぎ

データ引き継ぎ画面が表示されます。

・データ引き継ぎ画面で 取り込み前の準備方法 を押す

と、以前お使いの端末での準備方法を確認できます。

開始 スマートフォンから

Bluetooth経由 （次へ） （次へ） 取り込

み元端末を選択

（開始）

電話帳の読み取りが開始されます。

（次へ）

・ペア設定リクエストの画面が表示されたときは、画面に従って操
作してください。

追加登録

データが登録されます。

・本機のデータを削除して登録するときは、 削除して登録

を押します。このときは、画面に従って操作してくださ
い。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
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SDカードにデータを保存する

電話帳、メール、スケジュール、ブックマーク、メモ帳、ユーザー
辞書／学習辞書のデータをSDカードに保存することができます。

・あらかじめSDカードを取り付けておいてください。詳しくは、
「SDカードを取り付ける」を参照してください。

設定 データ引継・リセット データ引き継ぎ

データ引き継ぎ画面が表示されます。

・データ引き継ぎ画面で 取り込み前の準備方法 を押す

と、以前お使いの端末での準備方法を確認できます。

開始 データ保存

操作用暗証番号を入力

保存するデータを選択 （保存）

・すべてのカテゴリを選択／解除するときは、 （メニュー）

全選択 ／ 全解除 と操作します。

・前回バックアップ時と同じ項目を選択するときは、 （メ

ニュー） 前回選択項目のチェック と操作します。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

はい

保存が開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

保存が完了します。
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あんしんバックアップを利用する

あんしんバックアップアプリについて

商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。
©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
Copyright © 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the
"License");
you may not use this file except in compliance with the
License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software distributed under the License is distributed on an
"AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.
ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国に
おける株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。た
とえば、2015年12月7日に保存された電話帳ファイルは、
「15120700.vcf」となります。同じ日に複数のファイルを保存
した場合は「15120701.vcf」となり、下2桁の数字が増えてい
きます。

保存できる数について

電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／発着信
履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データ／メールデー
タは、サーバー／SDカードなどにそれぞれ1日に各100個まで保
存できます。

保存できない場合について

お使いの端末の機能で、シークレットモードなど、第三者にデー
タを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保存時にデー
タが保存されないことがあります。

読み込んだデータについて

本機能で読み込んだデータは、それぞれのデータに対応した各
機能で利用できます。データ利用時の表示、動作、操作方法など
は、各機能の提供者にお問い合わせください。

あんしんバックアップ利用時の操作

ほかのY!mobileアカウントでログインする

データをサーバーに保存／サーバーから読み込みする際に、利用
するアカウントを変更できます。

サービス あんしんバックアップ その他機

能 他のアカウントでログイン 電話番号とパスワード

を入力 ログイン 同意する

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ
い。

・ログイン画面では「My SoftBank」と表示されます。ご利用に
なるY!mobileアカウントを入力してください。

保存／読み込みの履歴を確認する

サービス あんしんバックアップ その他機

能 保存履歴

あんしんバックアップのヘルプ／利用規約／バー
ジョンなどを表示する

サービス あんしんバックアップ その他機

能 ヘルプ ヘルプ ／ 利用規約 ／ アプリケー

ションについて

あんしんバックアップの特徴

本機能は、携帯電話本体の電話帳／ブックマーク／カレンダー／発
着信履歴／画像／音楽／動画／メールのそれぞれのデータをクラウ
ドサーバーやSDカードなどに保存したり、サーバーのデータを携帯
電話に戻すことができます。
携帯電話の機種変更時に、これまでお使いの機種から新たな機種に
データを移動したい場合にも便利です。

・SDカードを挿入していない場合は、本体メモリにデータが保存さ
れます。保存実行後に保存先が表示されます。

・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除して
ください。契約変更の種類によってはデータが削除されないこと
があります。

・万が一、保存／読み込みしたデータが消失または変化しても、責
任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、本機
能を利用して発生した結果については責任を負いかねますのでご
了承ください。

・仕様は予告なく変更される場合があります。

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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電話帳／ブックマーク／カレンダー／発着
信履歴／画像／音楽／動画を保存する

本体の電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／
発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サー
バー／SDカードなどに保存します。

・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一
部が破棄、または変更される場合があります。

・発着信履歴／画像／音楽／動画はSDカードのみに保存できます。

サービス あんしんバックアップ

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データの保存

サーバーにデータを保存 ／ SDカードにデータを保存

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して

ログイン 同意する と操作してください。

保存する項目を選択 （ 表示）

・保存する項目を選択 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。
・複数選択することもできます。

（実行）

保存が開始されます。

・保存を中断する場合は、 キャンセル を押します。

・中断した場合、データは保存されません。

OK

保存が完了します。
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メールをサーバーに保存する

本体のメールデータを、サーバーに保存します。

・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一
部が破棄、または変更される場合があります。

サービス あんしんバックアップ

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データの保存

サーバーにデータを保存

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して

ログイン 同意する と操作してください。

を押して「メール」タブを選択

・保存データの作成画面が表示されたときは、画面に従って操作し
てください。

保存するデータの日付を選択 （ 表示）

・ 受信メール ／ 送信メール ／ 下書き・未送信メール

を押すたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わり
ます。

・ （データ作成）を押すと、本体のメールデータをSDカードに保
存できます。

（実行）

保存が開始されます。

・読み込みを中断する場合は、 キャンセル を押します。

・中断した場合、データは読み込まれません。

OK

保存が完了します。
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メールをSDカードに保存する

本体のメールデータを、SDカードに保存します。

・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一
部が破棄、または変更される場合があります。

サービス あんしんバックアップ

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データの保存

SDカードにデータを保存

を押して「メール」タブを選択

保存データを作成

保存 画面に従って操作

データがSDカードに保存されます。
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電話帳／ブックマーク／カレンダー／発着
信履歴／画像／音楽／動画を復元する

サーバー／SDカードなどに保存した電話帳データ／ブックマーク
データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽
データ／動画データから、データを選択して本体に復元することが
できます。

・発着信履歴／画像／音楽／動画はSDカードからのみ復元できま
す。

・復元するデータによっては、正常に復元できない場合がありま
す。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されること
があります。

・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致している
データは重複して追加されません。

サービス あんしんバックアップ

データの復元

サーバーからデータを復元 ／ SDカードからデータを復元

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して

ログイン 同意する と操作してください。

復元したいファイルを選択 （ 表示）

・ 電話帳 ／ ブックマーク ／ カレンダー ／ 発着信履歴 ／ 画

像 ／ 音楽 ／ 動画 を選択 を押すたびに、選択（ ）

／解除（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

（実行） OK

読み込みが開始されます。

・読み込みを中断する場合は、 キャンセル を押します。

・中断した場合、データは読み込まれません。

OK

データが本体に戻ります。
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サーバーからメールを復元する

サーバーに保存したメールデータを本体に復元します。

・復元するデータによっては、正常に復元できない場合がありま
す。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されること
があります。

・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致している
データは重複して追加されません。

サービス あんしんバックアップ

データの復元

サーバーからデータを復元

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して

ログイン 同意する と操作してください。

を押して「メール」タブを選択

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

復元したいメールデータの日付を選択 （ 表示）

・ 受信メール ／ 送信メール ／ 下書き・未送信メール

を押すたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わり
ます。

（実行） OK

サーバーからダウンロードが開始されます。

・読み込みを中断する場合は、 キャンセル を押します。

OK

メールデータ読み込み機能が起動します。

取り込み 画面の指示に従って操作

データが本体に戻ります。
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SDカードからメールを復元する

SDカードなどに保存したメールデータを本体に戻します。

・復元するデータによっては、正常に復元できない場合がありま
す。また、復元したデータの一部が破棄、または変更されること
があります。

・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致している
データは重複して追加されません。

サービス あんしんバックアップ

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

データの復元

SDカードからデータを復元

を押して「メール」タブを選択

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

書き換え実行 OK

メールデータ読み込み機能が起動します。

取り込み 画面に従って操作

データが本体に戻ります。
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定期的に自動で保存する

本体の電話帳データ／ブックマークデータ／カレンダーデータ／
発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データを、サー
バー／SDカードなどに定期的に自動で保存します。

・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
・本体に登録されている電話帳データ／ブックマークデータ／カレ

ンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動
画データの全件をサーバー／SDカードなどに保存します。1件ず
つ、または一部のデータを選択して保存することはできません。

保存先を サーバーに保存 に設定したときは、電話帳データ／

ブックマークデータ／カレンダーデータのみ保存します。
・メールデータは本機能では保存できません。
・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一

部が破棄、または変更される場合があります。

サービス あんしんバックアップ

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

定期保存

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

更新頻度／日付／保存先／対象を設定

（保存）

定期保存が設定されます。
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保存したデータを削除する

サーバー／SDカードなどに保存した電話帳データ／ブックマーク
データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽
データ／動画データ／メールデータを削除します。
削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。

サービス あんしんバックアップ

その他の機能

保存データの削除

サーバーのデータを削除 ／ SDカードのデータを削除

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して

ログイン 同意する と操作してください。

削除するファイルを選択 （ 表示） （削除）

・削除するファイルを選択 を押すたびに、選択（ ）／解

除（ ）が切り替わります。
・複数選択することもできます。
・ （メニュー） 全選択 ／ 全解除 と操作すると、すべての

ファイルを選択（ ）／解除（ ）できます。

OK OK

データが削除されます。

・削除を中断する場合は、 キャンセル を押します。
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