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お客さま配布用
２０１２０３版

今までご利用いただいた携帯電話からiPhoneの 【連絡先】 へ電話帳データをコピーするには、「電話帳かんたんコピー」が便利です。

iPhone用アプリ 「電話帳かんたんコピー」を利用した電話帳データの移行手順iPhone用アプリ 「電話帳かんたんコピー」を利用した電話帳データの移行手順

電話帳データ移行のイメージ （手順の一例）

アプリをダウンロードし、
電話帳データを取得
します。

電話帳データはお客さまの大切な個人情報です。
そのため、必ずお客さまご自身で行っていただけますようお願いいたします。

「My SoftBank」 のパスワードを確認 ２ページ

新メモリーサポートで電話帳データをサーバにバックアップ ３ページ

Apple IDを取得 ※すでにApple IDをお持ちの場合はこの手順は不要です。

ご自宅で行っていただくこと

「電話帳かんたんコピー」 アプリケーションのダウンロードとインストール ６ページ

PCで行う場合 ４ページ iPhoneで行う場合 ５ページ

携帯電話の電話帳をiPhoneの「連絡先」へ追加 ６ページ

※本マニュアルは、ソフトバンクのホームページでも御確認いただけます。http://mb.softbank.jp/mb/iphone/pdc

お手持ちの携帯電話 店頭の新メモリーサポート ご購入のiPhoneご自宅のPC
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Apple IDを
取得します。

iPhoneご契約後、店頭で行っていただくこと

データを
バックアップ
します。

店頭で

自宅で



「電話帳かんたんコピー」をご利用いただくには、パスワードが必要です。
iPhoneご購入後に届くSMSから下記の手順で確認してください。（SMSはご契約完了の後に届きます。）

「メッセージ」をタップ

差出人名が“940001”と
なっているメッセージを開く

940001より配信される
SMSに記載のURLをタップ

「確認方法はこちら」
をタップ

携帯電話番号と暗証番号
（4桁）を入力し、「パスワード
を確認する」をタップ

SMSでパスワードを
お知らせします。

「My SoftBank」のパスワード
（8～16桁の英数字）

「Safari」をタップ 「ブックマーク」
をタップ

「My SoftBank」
をタップ

「ログインはこちら」
をタップ

「パスワードを忘れた方」
をタップ

内容をご確認の上、 下部
の「パスワードを送信する」
をタップ

お客さまの情報を入力
し、「次へ」をタップ

SMSでパスワードを
お知らせ致します。

ご契約時に設定した4桁の数字です。
ご不明な場合は、スタッフまでお声がけください。

左の画面が表示された
場合は、「ログアウト」を
タップし、上記画面から
の手順にそって進めて
ください。

１ 「My SoftBank」 のパスワードを確認

※メッセージは削除せず、
保存しておいてください。

8～16桁の英数字が
「My SoftBank」 のパスワードです。

SMS（差出人“940001”を削除してしまった場合は、こちらの手順で再発行してください。？

２

？ 4桁の暗証番号とは？

店頭で店頭で

このパスワードは次ページ②で電話
帳のバックアップ時に使用します。
必ずこちらに控えてください。



新メモリーサポートとは、ご利用中の計帯電話のアドレス帳データをソフトバンクが管理する安全なサーバへ
バックアップできるシステムです。この操作は、店頭に設置されている「新メモリーサポート」で行っていただくものです。
より詳しい内容を明記したiPhone用『「電話帳かんたんコピー」新メモリーサポートご利用手順』を店頭にご用意しております。

2010年3月16日より、バックアップした電話帳データの保存期間はiPhoneご契約から60日間となりました。
60日経過後は、バックアップデータは順次削除され、本アプリは使用できなくなりますので、ご注意ください。
※2010年3月15日以前にご契約いただいたお客さまのデータは、2010年5月15日以降順次削除されます。

「iPhoneデータを移行されるお客さま」をタッチ メーカーを選び、指定されたケーブルにつなぐ

【電話帳のデータを読み取っています。】

データ移行中は
操作を行なわないで
ください。

「次へ」をタッチ ⇒ データのコピーが始まります。

入力したら「送信」をタッチ

「入力」をタッチし、iPhoneの電話番号と、パスワード※を入力

※１ページのAで取得した8～16桁のパスワードです。

【データのバックアップは完了です。】

携帯電話を
待受状態にしてから
つなげてください。

携帯電話からケーブルを抜く

２ 新メモリーサポートで電話帳データをサーバにバックアップ
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バックアップ中は
操作を行なわないで
ください。

店頭で店頭で



３
「電話帳かんたんコピー」をご利用いただくために、Apple ID とパスワードを取得します。
Apple ID／パスワードの取得はPCで行う方法と、iPhoneで行う方法があります。

PCで行う場合

メニューバーの 「Store」 から 「アカウントの作成」 をクリック

●ご自宅のPCでiTunesを起動し、本作業を行ってください。
●iPhoneアプリのダウンロードには、Apple ID とパスワードが必要です。
●お客さまの個人情報が必要です。必ずお客さまご自身で操作してください。
●iTunesをPCにダウンロードしていない方は、下記のサイトよりダウンロードしてください。
http://mb.softbank.jp/mb/iphone/support/os_update/

【“iTunesへようこそ”の画面が表示されます。】
⇒ 「続ける」をクリック

【“iTunes Store規約”の画面が表示されます。】
⇒ 「続ける」をクリック

メールアドレスとパスワードを入力し、「続ける」をクリック

支払い方法を入力

※画面はクレジットカードの場合です。（iTunesカードも利用できます。）

すべて入力し、「続ける」をクリック

登録したメールアドレス／パスワードは必ず控えてください。

【Apple ID／パスワード の取得は
完了です。】

※すでに Apple ID をお持ちの方はこの手順は不要です。Apple ID を取得

４

パスワードはお客さまの
任意の文字列を設定
してください。

こちらで登録したメールアドレス／パスワードが
Apple ID／パスワードになります。

有料アプリを利用する場合は、クレジットカードもしくは
iTunesカードの登録が必要です。無料アプリだけ利用
する場合は、お支払い方法を登録せずにApple IDを
取得できます。詳しくはAppleサポートページをご覧くだ
さい。 URL:http://apple.com/jp/support/
サイトにアクセスして「HT2534」を検索してください。

※「コード」 とは？ ⇒ クレジットカード裏面の番号末尾３桁を入力（VISA/Master）

自宅で自宅で

Apple ID （登録したメールアドレス）

@

Apple ID のパスワード（登録したパスワード）



「App Store」をタップ

●iPhoneのアプリのダウンロードには、Apple ID とパスワードが必要です。
●必ず3GもしくはWi-Fiの圏内で本作業を行ってください。
●お客さまの個人情報が必要です。必ずお客さまご自身で操作してください。

「無料」をタップし、続いて
「インストール」をタップ

「検索」をタップ
上記のアイコンをタップ。
⇒日本語表示に切り替わります。

検索バーをタップし、“電話帳かん
たん”と入力。⇒ 「検索」をタップ

「電話帳かんたんコピー」
を探し、タップ

「Apple ID を新規作成」
をタップ

「日本」と表示されている
ことを確認してください。

「iTunes Store サービス
規約」をお読みください。

規約に同意いただける場
合は「同意する」をタップ メールアドレスとパスワードを入力

メールでの各種お知らせを受
け取る場合は右側へスライド

クレジットカード／iTunesカードいずれかの支払い
方法を指定し、情報を入力

住所や、ご自宅の
電話番号を入力

Apple ID／パスワード
の取得は完了です。
⇒「終了」をタップ

Apple ID／パスワード の取得が完了しましたら、次ページ④の「iPhoneでApple ID／パスワードを取得した場合」
の手順から、アプリのインストールを開始してください。

登録したメールアドレス／パスワードは必ずこちらに控えてください。

５

iPhoneで行う場合

ここで入力したメール
アドレスとパスワードが
Apple ID とパスワード
になります。パスワード
はお客さまの任意の
文字列で設定して
ください。

iTunesカードの場合

「コード」は
カード裏面の
番号末尾３桁
を入力
（VISA/Master）

Apple ID （登録したメールアドレス）

@

Apple ID のパスワード（登録したパスワード）

３ ※すでに Apple ID をお持ちの方はこの手順は不要です。Apple ID を取得 自宅で自宅で

有料アプリを利用する場合は、
クレジットカードもしくはiTunes
カードの登録が必要です。
無料アプリだけ利用する場合
は、お支払い方法を登録せず
にApple IDを取得できます。
詳しくはAppleサポートページ
をご覧ください。
URL:http://apple.com/jp/
support/
サイトにアクセスし「HT2534」
を検索してください。

クレジットカードの場合



「電話帳かんたんコピー」アプリケーションをiPhoneにダウンロード／インストールする必要があります。iPhoneで
Apple ID／パスワードを取得した方は、「iPhoneでApple ID／パスワードを取得した場合」の手順から開始してください。

「App Store」をタップ 「検索」をタップ

上記のアイコンをタップ
⇒日本語表示に切り替
わります。

検索バーをタップし“電話
帳かんたん”と入力し、
「検索」をタップ

「電話帳かんたんコピー」
を探し、タップ

iPhoneでApple ID のApple ID／パスワードを取得した場合はこちらの手順から操作してください。

「無料」をタップし、続いて
「インストール」をタップ

「既存のアカウント使用」をタップ
事前にアカウントを取得していない
場合は、③に戻ってください。

iPhoneでアカウントを取得した場合
は、パスワードのみ入力して下さい。

アイコンの色が濃くなり、
“電話帳コピー”と表示され
たら完了です。

ご注意事項

●iPhoneの「連絡先」に電話帳データが入っている場合、そのデータに加え、「電話帳
かんたんコピー」で取得したデータが追加されます。

●ダウンロードが完了するまで、ホームボタンを押さないで下さい。
●アプリケーション実行中に処理を中断した場合は、再度実行し直してください。
●iPhoneの電話番号と、手順①のAで取得したパスワードが必要となります。

「実行結果を表示」
をタップ

iPhoneの電話番号と、
手順①のAで取得した
パスワードを入力し、「連
絡先へ追加」をタップ

表示内容を確認して
「閉じる」をタップ

「連絡先」アイコンを
タップし、内容を確認
してください。

「電話帳かんたん
コピー」をタップ

以上でiPhoneへの電話帳データ移行は完了です。

・Apple、Appleのロゴ、iTunes、Macは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されて
います。・iPhoneは単独の通信業者のサービスのみお使いいただけるよう設定されている場合があります。・Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他国における登録商標で
す。・ Windowsは、Microsoft Windows operating systemの略称として表記しています。・本誌に記載されている会社名および製品名・ロゴは各社の商標または登録商標です。

５ 携帯電話の電話帳をiPhoneの「連絡先」へ追加

６

Apple IDとパスワードをタップ

自宅で自宅で

「電話帳かんたんコピー」 アプリケーションのダウンロードとインストール 自宅で自宅で４


