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イマドコかんたんサーチ

概　要 友人を探したいときなどに居場所が確認できる手軽なサービスです。

お申込み 不要

探される時の操作 探される度に、許可操作をする必要があります。
（詳細は15ページへ）

相手を探す機能 いますぐ検索（詳細は10ページへ）

探す方の利用手段 iPhone、iPad、spモード対応全機種、
iモード対応全機種

探せる回数 5回/日

料
金

月額使用料 無料

検索料＊ 10円/回

＊ 検索失敗の場合は、検索料はかかりません。
※検索結果画面の表示などに、別途パケット通信料がかかります。パケット通信料の目安については、23ページをご覧ください。
※金額は税抜表示です。

目　次

アクセス方法

機能・料金

iPhone/iPad/
spモード対応全機種 イマドコかんたんサーチ　https://imadoco.smt.docomo.ne.jp/location/topl_sp

iモード
対応全機種 イマドコかんたんサーチ　http://w1p.docomo.ne.jp/cp/c/imdcl/top

探される方

探す方

基本説明
基
本
説
明
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イマドコかんたんサーチ

待ち合わせのとき、友人を探したいことってありませんか？
「イマドコかんたんサーチ」は、電話番号だけで手軽に相手の居場所を地図で確認できる
とても便利なサービスです。（居場所を確認するには、相手の応答操作が必要です。）

イマドコかんたんサーチって、どんなサービス？

イマドコかんたんサーチ対応機種の最新情報について、詳しくは
7ページまたは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

▼ドコモのホームページ
https://www.nttdocomo.co.jp/service/information/imadoco_kantan/compatible_model/

こんなときにイマドコかんたんサーチ！

※spモード対応機種について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。XperiaTM SO-01Bは最新のバージョンアップを行ってからご利用ください。

iPhone、iPad、
spモード対応の全機種、
iモード対応の全機種

キッズケータイ（F-03J/HW-01G/HW-01D/HW-02Cを除く）、
らくらくホン全機種、iモード対応の全機種、
iPhone、
対応Android機種
（ドコモ位置情報アプリ搭載全機種）

探す方
お申込み不要

探される方
お申込み不要

対応機種

1日5回まで 。すまれさトンウカに数回索検も合場たし了終を作操にずさ押を」認確「、し示表を面画中索検※。すまみ含に数回用利にもと敗失・功成索検※
※探したい相手を問わず、spモードとiモード合わせて合計で1日5回までとなります。

検索回数制限

月額使用料： 無料
検　索　料： 10円 /回

月額使用料： 無料
検　索　料： 無料＊

＊探される方がiPhoneをお使いの場合は、位置情報の検索が行われている間、パケット通信料がかかります。
※検索失敗の場合は、検索料はかかりません。
※検索結果画面の表示などに、別途パケット通信料がかかる場合があります。
※検索料は、料金プランの無料通信分の適用外となります。
※金額は税抜表示です。

探す方
お申込み不要

探される方
お申込み不要

ご利用料金

暇なときに仲のいい友人が
どこにいるか探すとき  大きな駅で待ち合わせ

※探す方、探される方ともにご利用される機種に対応したspモードもしくはiモードのご契約が必要です。
※spモード対応機種について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。XperiaTM SO-01Bは最新のバージョンアップを行ってからご利用ください。

＊BlackBerry ® 搭載スマートフォンを含みます。dtab 01は検索結果をメッセージRで受信する機能がご利用になれません。

スマートフォン/
タブレット/
ケータイ

（spモード）

らくらく
ホン

らくらくホン全機種

iモード
ケータイ

iモード
ケータイ

スマートフォン/
タブレット/
ケータイ

（spモード）

iモード対応の全機種

iモード対応の全機種

iPhone、iPad、spモード対応の全機種 ＊

iPhone、対応Android機種

探される方が対応Android機種でGPS機能をONにしている場合やiPhoneで位置提供サービス設定を行って
メールに応答した場合、精度の高い位置情報を地図で確認できます。対応Android機種でGPS機能をOFFにして
いる場合、またはiモードケータイのGPS非対応機種の場合でも、基地局情報を使っておおよその位置情報を地
図で確認できます。ただし、居場所を確認するには、相手の応答操作が必要です。
※探す方の携帯電話の機種は検索精度に影響を与えません。
※探される方が圏外または電源が入っていない場合、検索することができません。
※対応Android機種のGPS機能のON/OFFにかかわらず、位置提供設定をONにする必要があります。

■探される方が対応Android機種をご利用時のご注意
①位置提供設定はONになっています。「位置提供設定」から変更が可能です。変更方法は17ページを参照ください。
②Wi-Fi利用中に検索機能が動作すると、自動的にXi/FOMA接続に切り替わり、他のアプリの自動通信などにより通信料がかかる場合
　があります。また、動作が終了した後に再接続可能であればWi-Fi利用中に戻ります。
③対応Android機種のGPS機能をOFFにしている場合は基地局情報を使っておおよその位置情報を送信します。

■探される方がiPhoneをご利用時のご注意
①iPhoneをご利用の場合、位置提供サービスが有効になっている必要があります。位置情報サービス設定を有効にし、一覧に　　
　Safariが表示されている場合はあわせて許可にしておいてください。
②イマドコかんたんサーチで検索されると、お使いのiPhoneが探されていることがメッセージで通知されます。通知をご確認いただき、　
　一定時間内に応答していただくことで、居場所の通知が行われます。

対応機種

探される方の携帯電話について

CASE CASE 1  2

あいつ自宅に
いるのか、誘っ
てみよう！

もー、反対側
の出口にいる
じゃないっ!

探す方

探される方

明
説
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基

キッズ
ケータイ

キッズケータイ
（F-03J/HW-01G/HW-01D/HW-02Cを除く）

 ▶位置提供設定については14ページへ

https://www.nttdocomo.co.jp/service/imadoco_kantan/compatible_model/
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検索方法

便利な使い方

申込方法

イマドコかんたんサーチは申込み、事前の準備は不要です。

まずは、イマドコかんたんサーチ検索ページにアクセスします。

スマートフォン／タブレットをご利用の方はWi-Fi接続中もイマドコかんたんサーチで検索することができます。
Wi-Fi接続時にご利用になる際は、検索ページへのアクセスにdアカウント/パスワードが必要です。

●iPhone、iPad、spモード対応全機種

※アクセスにはspモードパスワードまたはdアカウント/パスワードが必要です。

イマドコかんたんサーチ位置情報お客様サポートdメニュー 各種設定の一覧を見る

●iモードケータイ

   Menu

   Menu

メニューリスト

周辺ガイド

イマドコかんたんサーチ

イマドコかんたんサーチで場所確認
₄実際に使って
　みる　を押す。

※電話帳連携機能対応機種について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

※しゃべってキャラ非対応機種ではご利用いただけません。対応機種について、詳しくは「ドコモのホームページ」でご確認ください。

イマドコかんたんサーチ

※設定確認・変更をされる場合やdocomoID/
パスワードのログイン状態が切れた場合、ご
利用になる電話番号の確認の為、spモード
パスワードの入力が必要となる場合がありま
す。
※spモードパスワードはご契約時の初期設定
では「0000」となっています。spモードパス
ワードをお忘れの方はspモード版の「ドコモ
オンライン手続き」からリセットしてください。

イマドコかんたんサーチのご利用や設定
確認・変更にはspモードパスワードの
入力が必要です。

090-△△△△-△△△△の
spモードパスワードを入力してください。
（数字4桁）

Copyright © NTT DOCOMO,INC.All Rights Reserved.

決定

spモードパスワードリセット

※ネットワーク暗証番号が必要です。

探したい相手の電話帳画面で
電話番号を選択します。

探したい相手の電話帳詳細画
面で「機能」を選択します。

しゃべってコンシェルを起動し
て、「○○は今どこ？」と話しかけ
て、表示された相手が正しいか
ご確認ください。

パスワード入力画面でパスワード
入力し、アクセスします。

探したい相手の電話番号が入
力されている状態で検索ペー
ジが表示されるので、「います
ぐ検索」ボタンを押します。

右上のサブメニューより「居場所
を確認」を選択した後「イマドコ
かんたんサーチ」を選択します。

「居場所を確認」を選択します。

探したい相手の電話番号が入力されて
いる状態で検索ページが表示されるの
で、「いますぐ検索」ボタンを押します。

探したい相手の電話番号が入力されて
いる状態で検索ページが表示されるの
で、「いますぐ検索」ボタンを押します。

電話帳からも探せます～電話帳連携機能～

しゃべっても探せます～しゃべってコンシェル連携機能～

税抜

イマドコかんたんサーチ

本日の検索
残り5回

・検索できる回数は、1日5回までです。検索
が失敗した場合も検索回数として加算されます。
・検索料金は10円 /回（税抜）です。
・検索の都度、あなたの電話番号が探したい相
手に通知されます。（2in1をご利用の場合、検
索時のモードにかかわらず、Aナンバーが通知
されます。）
・必ずこちらをご確認いただき、同意のうえご
利用ください。

Copyright © NTT DOCOMO,INC.All Rights Reserved.

090XXXXXXXX

事前準備

スマートフォン・iモードケータイの場合

ご利用方法　イマドコかんたんサーチで探す-1

ご利用方法　イマドコかんたんサーチで探す-2

●スマートフォン画面

●iモードケータイ画面

探す方 イマドコかんたんサーチを使ってみましょう！

※発着信履歴からも居場所を確認することができます。

dアカウント/パスワードの発行サイトへのアクセス方法Point!

ドコモの回線をお持ちの方My docomo トップページ 新規登録（dアカウント）

 　Menu お客様サポート 各種設定（確認・変更・利用） dアカウント/パスワード

●iモードケータイの場合

dメニュー ID/パスワード dアカウントのID/パスワードお客様サポート 各種設定の一覧を見る

●iPhone、iPad、Android搭載スマートフォン/タブレット/ケータイ(spモード)の場合

●パソコンの場合

※ ドコモの携帯電話をお持ちの方が「ドコモの携帯電話をお持ちでない方」ボタンから進み発行を行った場合、発行したdアカウントでイマドコかんたんサーチは
　ご利用いただけません。イマドコかんたんサーチをご利用いただくには、別途ドコモの電話番号登録を行う必要があります。
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●スマートフォン画面

検索失敗画面 検索に失敗した場合、検索失敗画面が表示されます。
検索失敗となる理由は主に、下記の理由が考えられますが、検索失敗の詳
細な理由は通知されません。
探される方がドコモ位置情報アプリ搭載スマートフォン／タブレット／ケータイ（spモード）をご利用で、
ドコモ位置情報アプリのアプリケーションプライバシーポリシーおよび使用許諾に同意していない。
探される方がGPS対応機種をご利用の場合で「位置提供設定」をOFFにしている。または、「位置提供設定」を電話帳
登録外拒否に設定している。
探される方が「イマドコかんたんサーチ設定」で指定許可/拒否設定を設定している。または、「イマドコかんたんサーチ
設定」の機能停止を設定している。
探された方が探されたことに気づかず、許可操作ができなかった。
探される方が居場所の送信を許可しなかった。
探される方が契約内容を変更された（解約、iモードまたはspモードの廃止など）。
探される方が非対応機種を利用している（F-03J、HW-01G、HW-01D、HW-02C、ドコッチ 01など）。
探される方が圏外にいる。または、携帯電話の通信状態により検索出来ない場合があります。
探される方の携帯電話の電源が切れている。または、測位中に電源が切れてしまった。
モードまたはspモード以外のパケット通信をご利用している。
探される方がネットワーク利用制限中となっている。
探される方の電話番号が2in1のBナンバーだった。
探される方が画面固定の機能を利用中である（Android OS5.0以上の場合）。
探される方が対応Android機種のマルチユーザー機能により、サブユーザーもしくはゲストユーザーでログインしている。

※個人情報保護の観点から、探したい相手の検索失敗などに関わる詳細情報はお伝えすることができません。

①

②

③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

いますぐ検索のご利用方法・検索結果説明

イマドコかんたんサーチ検索ページ 検索中画面

電話番号を入力して「　いますぐ検索」ボタンを押しま
す（番号の入力間違いにご注意ください）。なお、過去に探
した相手はリストから選択できます。
※探される方が海外にいる場合は検索できません。

十分に時間が経ってから「確認」ボタンを押します。
「確認」ボタンを押すまでの時間目安は、探される方がGPS対応機種の
場合は45秒程度、GPS非対応機種の場合は90秒程度です。
検索の都度、探す方の電話番号が探される方に通知されます。なお、
2in1サービスご契約者でBモードでご利用の場合は、Aナンバーが探
される方に通知されます。

※

※

●スマートフォン画面 ●スマートフォン画面●iモードケータイ画面 ●iモードケータイ画面

抜

①

①

②

②

③

① 履歴表示機能
過去の検索結果を最大50件（最長93日間）まで確認できます。
② ニックネーム設定
過去に探した相手の方の電話番号にニックネームをつけたり、変更することができます（設定をしない場合は、電話番号が表
示されます）。
③ マイメニューへ登録（iモードケータイのみ）
マイページのマイメニューに表示されます。

基地局測位結果（GPS検索中） GPS測位測位結果

GPSによる測位を実行中です。しばらく経ってから「更
新ボタン」を押すと、GPS測位による詳細な位置情報を
確認できます（探される方のGPS電波状況などにより、
精度が変わらない場合がありますのでご了承ください）。

検索が成功した場合、検索結果が地図と住所で確認でき
ます。

©2016 ZENRIN CO., LTD.

©2016 ZENRIN CO., LTD.

©2016 ZENRIN CO., LTD.

©2016 ZENRIN CO., LTD.

●スマートフォン画面（フルMAP） ●スマートフォン画面（フルMAP）●iモードケータイ画面 ●iモードケータイ画面

探される方の携帯電話について

対応Android機種でGPS機能をONにしている場合
iモードケータイのGPS対応機種の場合

対応Android機種でGPS機能をOFFにしている場合
iモードケータイのGPS非対応機種の場合

GPS測位による詳細な位置情報を表示します。なお、GPS測位が
完了していない場合でも、基地局の情報をもとにおおよその位置情報
を確認できます。

基地局の情報をもとにおおよその位置情報を表示します。

※基地局測位結果（GPS検索中）およびGPS測位結果の両方を確認した場合でも、検索料は1回分のみ課金されます。
※探す方の携帯電話の機種は検索精度に影響を与えません。
※GPS対応機種の一部はGPS機能がONの場合でも、基地局情報を利用したおおよその位置情報となります。

2月24日16時00分頃 2月24日16時00分頃

イマドコかんたんサーチでは、探される方が許可操作をされた時点でおおよその居場所を確認できます。探され
る方がGPS対応機種をご利用の場合は、GPS測位が完了するとさらに詳細な居場所が確認できるようにな
ります。

スマートフォン・iモードケータイの場合
ご利用方法　イマドコかんたんサーチで探す-2
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　東京都世田谷区砧公園
1丁目付近

縮尺 詳細1

2月24日16時00分頃

③ 地図上に表示される円について
地図上に表示される円は、検索結果に含まれる誤差の目安を示しており、探される方は、おおむね円で示されたエリア内にい
ることを示します。
※表示される円は目安であり、探される方が実際にいる場所とは異なる場合があります。

地図上に表示される円の半径は、測位レベルに応じて以下のとおりとなります。
測位レベル3（★★★）:半径50m　測位レベル2（★★☆）:半径300m　測位レベル1（★☆☆）:円は表示されません
※測位レベル1（★☆☆）のときは誤差が300m以上となる場合があり、円は表示されません。探される方はおおむね地図で表示されるエリア内にいることを示します。

④ 地図の拡大・縮小について
地図の縮尺を拡大・縮小することができます。表示される地図の縮尺は、お使いの機種によって異なります。

検索結果画面の表示内容は、検索を実行した機種により異なります。

画面左上のメニューボタンをタップする
と、各種メニューバーが表示されます。

アイコンの吹き出しは右上の×をタップ
すると消すことができます。もう一度表
示したいときは、ピンアイコンをタップして
ください。

① 「もう一度検索」ボタンについて
電波状態などにより検索に失敗した場合、検索画面に戻ることなく、再検索が可能です（検索に成功した場合も、再検
索が可能です）。

●スマートフォン画面（フルMAP） ●スマートフォン画面（標準MAP） ●iモードケータイ画面

①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦

⑦ ⑦

②

③

④

①

②

③

④

⑥

①

©2016 ZENRIN CO., LTD. ©2016 ZENRIN CO., LTD.

⑤ 「元の位置」ボタンについて
地図の表示を検索結果の位置に戻すことができます。地図の縮尺および吹き出しも元に戻ります。
※スマートフォン画面（フルMAP）のみ。

⑥ 「地図アプリ」ボタンについて
イマドコかんたんサーチで検索した居場所を「ドコモ地図ナビ」の地図アプリで確認することができます。
住所部分もしくは「詳しい地図ー　アプリ」ボタンをクリックすると、GPS対応iアプリを使ってナビゲーションしたり、メールに貼り付
けて送信することなどができます。
※ご利用の機種が「住所リンク」対応機種の場合に限ります。
※地図アプリをインストールされていない場合、ブラウザでのドコモ地図ナビサイトの表示のみとなります。
※iPhone、iPadでは必ずドコモ地図ナビサイトで表示されます。

©2016 ZENRIN CO., LTD. ©2016 ZENRIN CO., LTD.
⑦ 「ニックネーム」の設定について
探したい相手の電話番号にニックネームをつけたり、変更することができます。設定はアイコンをクリックして、ニックネーム
設定・変更画面で行います。

検索結果画面説明

測位レベルが高いとき/低いときPoint!

検索結果画面の表示内容
ご利用方法

② 検索結果の測位レベルについて
探される方の携帯電話の機能や、検索時の電波状況などにより検索結果の精度が異なるため、「測位レベル」で精度の目安
を表します。
測位レベル3（★★★）ほぼ正確な位置情報です（誤差がおおむね50m未満）
測位レベル2（★★☆）比較的正確な位置情報です（誤差がおおむね300m未満）
測位レベル1（★☆☆）おおよその位置情報です（誤差がおおむね300m以上）

測位誤差について
探される方の携帯電話がGPS非対応機種の場合、GPS機能をOFFにしている場合、GPS対応機種をご利用でもGPS
衛星からの電波を受信しにくいところにいる場合は、基地局を使った大まかな測位（測位レベル1、2）になります。

地下やトンネル、学校などの建物内、ビルの谷間や陰、密集した樹木の下、高圧線付近などはGPS衛星からの電波を受信しにくい場所となります。上記のよ
うな受信しにくい場所を避け、GPS衛星からの電波を受信しやすい環境でご利用するとGPS衛星を使った測位となり、おおむね測位レベル2、3となります。
GPS衛星からの電波を受信しやすい環境でも、電波状況などにより測位レベル1となる場合があります。
探す方の携帯電話の機種は検索精度に影響を与えません。
GPS対応機種の一部はGPS機能がONの場合でも、基地局情報を利用したおおよその位置情報となります。

※

※
※
※

●測位レベルが高いとき：GPSの電波が受信しやすい場所
○屋外で頭上に屋根や樹木などがなく、空が見える場所
○屋内の場合は窓側で空が見える場所

●測位レベルが低いとき：GPSの電波が受信しにくい場所
○地下やトンネル、学校などの建物内
○ビルの谷間や陰　○密集した樹木の下　○高圧線付近
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探される方 イマドコかんたんサーチを使ってみましょう！

探される方がiモードケータイの場合 設定方法
ご利用方法　探される方の設定・使用方法

事前に「位置提供設定」をONにしてください。GPS対応機種をお持ち
の方を検索する場合は、ご利用の携帯電話の「位置提供設定」を「ON」
にしていただく必要があります。

探される方が対応Android機種の場合 設定方法
ご利用方法　探される方の設定・使用方法

事前に「位置提供設定」をONにしてください。対応Android機種をお使いの
方は、「アプリケーションプライバシーポリシー」および「ソフトウェア使用
許諾規約」に同意していただき、「位置提供設定」を「ON」にしていただく
必要があります。

探される方がiPhoneの場合 設定方法
ご利用方法　探される方の設定・使用方法

iPhoneをご利用の場合、位置提供サービスが有効になっている必要があります。
位置情報サービス設定を有効にし、一覧にSafariが表示されている場合はあわせて許可にしておいてください。

 ▶詳細は19ページへ

探される方の操作
ご利用方法　探される方の設定・使用方法

イマドコかんたんサーチで居場所を知らせたいとき

イマドコかんたんサーチで居場所を知らせたくないとき

探す度に探す方の電話番号または名前が探される方に通知されます。探される方が居場所の送信を許可する
と、居場所を地図で確認できます。

探す度に探す方の電話番号または名前が探される方に通知されます。探される方が居場所の送信を許可しな
ければ、居場所は送信されません。

探される方が
GPS対応機種をお持ちの場合

探される方が
GPS対応機種をお持ちの場合

探される方がiPhoneもしくは
GPS非対応機種をお持ちの場合

探される方がiPhoneもしくは
GPS非対応機種をお持ちの場合

検索されると「位置提供確認画面」が表示されます。探
した方の電話番号または名前を確認し、居場所を送信
する場合は「はい」を押します。

検索されると「位置提供確認画面」が表示されます。「いい
え」を押す、または、何も操作しなければ居場所は送信さ
れません。

※イマドコかんたんサーチの場合、「はい」を押した時点で基地局測位結
　果が通知されますが、GPS測位中にクリアボタンなどで中断すると
　GPS測位結果は通知されません。
※探される方の居場所は約20秒以内で応答しないと送信されません。

※探す方に検索失敗となる理由は通知されません。
※探される方の居場所の送信は約20秒以内で応答しないと拒否になり
　ます。

※探される方の居場所は約40秒以内で応答しないと送信されません。

※探す方に検索失敗となる理由は通知されません。
※探される方の居場所の送信は約40秒以内で応答しないと拒否になります。

検索をお知らせする検索確認メールを受信します。本
文中の探した方の電話番号または名前を確認し、居場
所を送信する場合は「こちら」をクリックします。

検索をお知らせする検索確認メールを受信します。操
作は必要ありません。許可操作をしなければ居場所は
送信されません。

メール（メッセージR）画面
メッセージ画面

1

1

2

2

●iモードケータイ画面

●iモードケータイ画面

●iモードケータイ画面

メール（メッセージR）画面メッセージ画面

2016/02/24 17:00

●iモードケータイ画面

●iモードケータイ画面

●iPhone画面

●iPhone画面

●スマートフォン画面

●スマートフォン画面

●スマートフォン画面

2016/02/24 17:00

※探される方が「位置提供設定」を「位置提供OFF」にした場合は「位置提供確認画面」は表示されません。
※探される方が対応Android機種の場合、GPS機能をONにしていてもOFFにしていても同様の画面が表示されますが、GPS機能をONにしていないと精度の　
　高い位置情報は送信できません。

GPS対応機種

※iモードケータイはGPS対応機種のみの設定となります。詳しくはiモードケータイの取扱説明書をご確認ください。

※対応Android機種のGPS機能のON/OFFにかかわらず、位置提供設定をONにする必要があります。
　詳しくはドコモ位置情報アプリのヘルプをご確認ください。

探される時の設定は、MENUからいつでも変更できます。
● iモードケータイ（GPS 対応機種）の場合：MENU ▶地図 / 海外▶地図・GPS 設定
▶位置提供設定
※ご利用の機種により操作方法が異なる場合があります。

探される時の設定は、ドコモ位置情報アプリからいつでも変更できます。
●対応 Android 機種の場合：ドコモ位置情報アプリ▶位置提供設定
※アクセスにはドコモアプリパスワードが必要です。

▶ドコモ位置情報アプリについては17ページへ
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探せないように設定するときは・事前に探す方を制限するときは

※指定したい相手の電話番号を入力して登録します （指定許可ではニックネームも登録できます）。
※指定許可/指定拒否ともに最大40件まで番号を指定できます。
※指定許可設定中は、設定した電話番号の相手からの検索のみ受信します（検索の都度、居場所の送信を許可する必要があります）。
※指定拒否設定中は、設定した電話番号の相手からの検索は拒否されます。
※アクセスにはspモードパスワードまたはiモードパスワードが必要です。
※Wi-Fi接続時にはアクセスできません。
※パケット通信料は無料です（海外からのアクセスの場合は有料となります）。

「この人からの検索のみ許可する」 「この人からの検索は拒否
する」といった「指定許可/拒否設定」を設定できます。

バーコードからアクセス

「位置提供設定」から、「電話帳登録外拒否」を選択します。
電話帳に登録をしていない電話番号からの居場所の確認を拒否できます。

<イマドコかんたんサーチ設定>
●iPhone、対応Android機種の場合：dメニュー▶お客様サポート▶各種設定の一覧を見る▶位置情報▶位置情報利用設定
▶イマドコかんたんサーチ設定

●iモードケータイの場合：   Menu▶お客様サポート▶各種設定（確認・変更・利用）▶その他サービス設定・確認▶位置情報利用設定
▶イマドコかんたんサーチ設定

<位置提供設定>
●対応Android機種の場合：ドコモ位置情報アプリ▶位置提供設定
※アクセスにはドコモアプリパスワードが必要です。

●iモードケータイ（GPS対応機種）の場合：MENU▶地図/海外▶地図・GPS設定▶位置提供設定
※ご利用の機種により操作方法が異なる場合があります。

イマドコかんたんサーチ設定の機能を停止し、探す方からの検
索を一括で停止/再開できます。

イマドコかんたんサーチ

指定許可設定

検索を許可する電話番号を指定してくだ
さい。

▼電話番号直接入力指定
上段に電話番号、下段にニックネームを
入力してください。

▼よく探す相手から選択
検索を許可する相手にはチェックボックスに
チェックを入れてください。

イマドコかんたんサーチ設定へ

Copyright © NTT DOCOMO,INC.All Rights Reserved.

1～20件クリア

登録

21～40件へ

2.

1. 090AAAABBBB

　やまちゃん

090CCCCDDDD

　ひろちゃん

090XXXXXXXX
りこちゃん

機能説明

＜指定許可画面＞ ＜指定許可画面＞

●iモードケータイ画面●iモードケータイ画面

イマドコかんたんサーチ機能停止

説明・注意

イマドコかんたんサーチ機能を停止します。
よろしいですか？

イマドコかんたんサーチ

この設定をした場合、誰からも検索される
ことはありません。

機能停止

イマドコかんたんサーチ設定へ

Copyright © NTT DOCOMO,INC.All Rights Reserved.

●スマートフォン画面 ●スマートフォン画面

▶ドコモ位置情報アプリについては17ページへ

●iモードケータイ画面●スマートフォン画面

機能停止/再開設定（初期設定：利用する）

電話帳登録外拒否設定

指定許可/拒否設定

ドコモ位置情報アプリは位置情報を提供するためのアプリです。ドコモ位置情報アプリが搭載されている
スマートフォン/タブレット/ケータイ(spモード)が「イマドコかんたんサーチ」の探される側に対応しています。
以下の方法で利用開始前に「アプリケーションプライバシーポリシー」および「ソフトウェア使用許諾規約」に
同意していただき、位置提供設定をONにしていただく必要があります。

①アプリ一覧 ②設定 ③ドコモサービス

アプリ一覧＊で、「設定」または「本体設定」
をタップします。
＊ 2011-2012冬春モデルご利用の方はアプリ
　一覧の「ドコモ位置情報」から起動します。

設定メニューの中から、「ドコモサービス＊」
をタップします。
＊機種により配置が異なる場合がございます。

「ドコモ位置情報」をタップし、ドコモ
位置情報アプリを起動します。

④アプリケーションプライバシーポリシー・使用許諾 ⑤ドコモ位置情報メニュー画面 ⑥ドコモアプリパスワード

上記画面の内容を確認し、チェックを入れ、
「利用開始」をタップします。

「位置提供設定」をタップします。 「ドコモアプリパスワード＊」を入力し、
「OK」をタップします。
＊初期設定は「0000」で設定されています。

⑦位置提供設定 ⑧位置提供 ⑨通知領域

「位置提供」をタップします。 「位置提供ON」または、「電話帳登録
外拒否」を選択し、登録をタップします。

位置提供設定がONになっている
メッセージが表示されます。



18 19

対応Android機種をご利用の方へPoint!
基
本
説
明

Q
&
A
・
ご
利
用
規
約

探
す
方

探
さ
れ
る
方

居場所を通知する場合は、
測位中の画面が表示され
ます。

居場所の通知が完了する
と、位置提供完了画面が
表示されます。

イマドコかんたんサーチで検
索された場合は、「はい」を
タップすると居場所を通知
します。

●イマドコかんたんサーチ

ドコモ位置情報アプリは最新のバージョンでお使いください。アップデートはdメニューから実施可能です。 
【dメニュー▶お客様サポート▶ドコモアプリ▶アップデート一覧▶ドコモ位置情報▶アプリケーションプライバシーポリシーを
確認してアップデート】

※GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D、Q-pot Phone SH-04Dをご利用の場合はGoogle PlayTMからアップデートしてください。
【Google PlayTM▶「ドコモ位置情報」を検索▶アップデート】

■設定お願いメール受信履歴

「設定お願いメール」「開始お知らせ
メール」「継続お知らせメール」の受信
履歴を表示します。

■位置提供履歴

これまでに位置提供の要求を受けた
履歴を表示します。

■ヘルプ

ヘルプを表示します。

■イマドコかんたんサーチ

検索ページへアクセスします。

■電池アラーム通知設定

「電池アラーム通知設定」の設定を
変更できます。

■鳴動設定

位置情報を提供するときや設定お願い
メールを受信するときの音やバイブレータ
を設定します。

■設定サイトへ

「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」
「ケータイお探しサービス」の「探される
方の設定」を行うサイ トへアクセスします。

■イマドコサーチ

検索ページへアクセスします。

■ちょこっと通知

「ちょこっと通知」を実行します。

※ヘルプのボタンがない場合は、対応Android機種のメニューキーを押すとアクセスできます。
※対応Android機種のGPS機能をOFFにしている場合は、基地局情報を使っておおよその位置情報を送信します。
※通話中に位置情報提供の要求を受信すると、一部の機種では鳴動設定と異なる場合があります。

ドコモアプリパスワードを変更できます。

■ドコモアプリパスワード設定

位置提供をONにして、探された時の設定を完了後に探された場合、次のような流れで検索者に位置を
提供します。

■探された時の流れ

■ドコモ位置情報  メニュー画面

事前設定

iPhoneをご利用の場合、位置提供サービスが有効になっている必要があります。
位置情報サービス設定を有効にし、一覧にSafariが表示されている場合はあわせて許可にしておいてください。

一覧にSafariが表示されていない場合でも、位置情報サービスが有効になっていれば、探された時にSafariを
許可にすることができます。Safariを許可にした後に、イマドコかんたんサーチのURLから位置情報の利用許可
を求められる場合がありますので、あわせて許可にしてください。

探される方がiPhoneの場合　設定・応答方法
ご利用方法　探される方の設定・使用方法

「設定」から「プライバシー」をタップしてください。

探された時の検索確認メールを受信します。

「位置情報サービス」をタップしてください。

「許可」をタップしてください。 「OK」をタップしてください。

「Safariのサイト」を許可にしてください。

■位置提供設定

位置情報の提供や通知する期間を設定
します。アクセスにはドコモアプリパスワー
ドが必要です。
※ドコモアプリパスワードは初期設定では

「0000」に設定されています。
▶位置提供設定については14ページへ
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イマドコかんたんサーチで探された時の応答方法

イマドコかんたんサーチで検索されると、お使いのiPhoneが探されていることがメッセージで通知されます。通知
をご確認いただき、一定時間内に応答していただくことで、居場所の通知が行われます。

イマドコかんたんサーチで探されて
いるのが通知されます。

ロック画面を解除してください。 メッセージ一覧からイマドコかんたん
サーチの検索確認メールを開いてく
ださい。

測位が成功すると送信された位
置情報と測位レベルが表示され
ます。

ホーム画面で「メッセージ」をタップ
してください。

測位を開始しますので、そのままの
画面でお待ちください。なお、位置
情報の利用を求められた場合には
許可してください（19ページ参照）。

検索確認メールに応答してくださ
い。

検索確認メールについて

イマドコかんたんサーチの流れ

探される方が一定時間内に応答することで、詳細な位置情報が通知されます。応答しなかった
場合は、位置情報が通知されません。

●イマドコかんたんサーチ

「設定」→「一般」から「リセット」を
タップしてください。

「位置情報とプライバシーをリセッ
ト」をタップしてください。

パスコードを入力してください。 「設定をリセット」をタップしてくださ
い。

詳細な位置情報を送信できない場合は？ 
お使いのiPhoneの位置情報サービス設定や携帯電話の電波環境などにより、位置情報の通知ができない
場合があります。下記の画面が表示されたときにはやりなおすボタンをタップすることで、位置情報が通知でき
る場合があります。

位置情報の確認画面が表示されなくなった場合などは、リセット画面から「位置情報とプライバシーをリセット」
を行ってください（他の設定も初期化されるため、ご注意ください）。

位置情報の確認画面が表示されなくなった場合は？

位置情報サービス無効時 電波環境が良好でないときなど

位置情報サービスの設定が有効になっ
ていません。有効にしてから、やりなおすボ
タンをタップしてください（19ページ参照）。

携帯電話の電波環境などにより、
測位ができなかった場合に表示され
ます。電波環境をご確認の上、やり
なおすボタンをタップしてください。

携帯電話の電波環境などにより、
通信に失敗した場合に表示されま
す。電波環境をご確認の上、やりな
おすボタンをタップしてください。

検索確認メールを受信したときのサウンド設定を変更できます。バイブレーションのパターンや着信音など
をお好みの設定に変更することで、メッセージに気付きやすくなります。

「設定」をタップしてください。 「サウンド」をタップしてください。 「メッセージ」をタップしてください。 お好みの設定に変更してください。



お客さまからのよくある問い合わせ
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料金
Q1 検索を実行したときのパケット通信料はいくらかかりますか?

A1 検索ページにアクセスし、検索結果（地図）を表示した場合の通信料は、iモードケータイ（FOMA）では約70円
（税抜：パケット定額なしの場合）がかかります。なお、FOMAならパケット定額の対象となります。

Q2 大まかな検索結果（GPS検索中）を見た後、【更新】ボタンを押してGPS検索結果を確認した場合、検索料金
は2回分かかりますか?

A2 検索料金は1回分です。別途、結果画面の受信にパケット通信料がかかります。

対応端末
Q3 探される方が対応Androind機種でWi-Fi接続時にも探せますか？
A3 探せます。
Q4 探される方がiPhoneでも探せますか？
A4 探せます。

操作
Q5 なぜ検索が失敗するのですか?
A5
Q6 1日何回まで検索できますか?検索が失敗しても回数に含まれますか？

A6 1日5回までとなります。検索成功・失敗とも1回分になります。また検索中画面を表示し、「確認」を押さずに操
作を終了した場合も検索回数にカウントされます。

対応端末
Q7 iPhoneで検索確認メールを受信したときに、検索を拒否することはできますか？
A7 はい。検索確認メールに応答しなければ探されません。

操作
Q8 勝手に探されたり、知らない人に探されることはありますか?
A8 探されたときに、居場所の送信を「許可」しない限り、探されることはありません。
Q9 探されたくない人だけを指定してあらかじめ拒否することはできますか?

A9
「イマドコかんたんサーチ設定」より、「指定許可/拒否設定」で検索拒否したい番号をご登録になれます。

Q10 自分がこれまでに、いつ、誰から検索されたか知ることはできますか?

A10
ご利用の機種がドコモ位置情報アプリ搭載スマートフォン/タブレット/ケータイ(spモード)をご利用の場合、【ド
コモ位置情報アプリ→位置提供履歴】でご確認になれます。GPS対応のiモードケータイの場合、【MENU→
地図/海外→地図・GPS設定/履歴→位置履歴】でご確認になれます。iPhoneの場合、検索確認メールで
ご確認になれます。GPS非対応機種の場合、検索お知らせメール（メッセージR）でご確認になれます。

Q11 探されたときに、何秒以内に許可操作すれば相手に位置を通知できますか?

A11 GPS対応機種をご利用の場合、着信から約20秒以内、GPS非対応機種をご利用の場合、メッセージR受信
から約40秒以内となります。時間内に許可操作しなかった場合、位置は通知されません。

Q12 検索されたときに毎回応答しないで居場所を送信できますか?
A12 できません。応答せずに居場所の送信をご希望の場合はイマドコサーチをご利用ください。

探す方

探される方

▶主な理由は11ページへ

▶ご注意事項は7ページへ

▶ご注意事項は19ページへ

▶設定方法は16ページへ

※探される方がiPhoneをお使いの場合は、位置情報の検索が行われている間、パケット通信料がかかる場合があります。
※スマートフォンの場合、「イマドコかんたんサーチ」をご利用いただくためにインターネットに接続した際、お使いのスマートフォンのOSや搭載されているアプリケーションに
　より自動的に本サービス対象外の通信を行う場合があります。

いますぐ検索
（パケット通信料の目安）

パケットパックなし
検索TOP画面表示 約9円
検索中画面表示 約21円

検索結果画面表示 約40円
合計 約70円

スケジュール検索
（パケット通信料の目安）

パケットパックなし
メッセージＲ受信 約4円
検索結果画面表示 約40円

合計 約44円

■iモードケータイの場合

料金はかかりません。

イマドコかんたんサーチをご利用時のパケット通信料の目安

探す方

探される方

※検索料が別途かかります。詳しくは、6ページをご覧ください。
※パケット通信料は電波状態の良い場所で一定条件のもとに測位したデータにより算出しています。また、表示の金額は税抜の概算金額です。
※1パケット0.2円で計算しております。
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（2）本規約は、ドコモの都合により変更されることがあります。この場合、ドコモは前
号に従い1日以上の予告期間をおいてドコモのホームページにおいて変更後の
本規約の内容を周知するものとし、予告期間経過後は、変更後の本規約が適用
されるものとします。
8．禁止事項
利用者は、本サービスのご利用にあたり、以下に定める行為を行わないものとしま
す。

（1）本サービスの利用申込時の登録または届出事項につき、虚偽の事実をドコモ
に届けること。

（2）ドコモもしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権、その他の権利を侵
害する行為、または侵害するおそれのある行為。

（3）被検索者その他第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそ
れのある行為。

（4）検索端末を第三者に貸与もしくは譲渡することまたは本サービスサイトを利用
させることにより、被検索者の許可、認識なく第三者に位置情報を取得させる行
為。

（5）ドコモの設備に無権限でアクセスすること、過度な負担を与えること、本サービ
スの提供を不能にすること、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与
える行為、またはそのおそれのある行為。

（6）ドコモの営業活動を妨害する行為、または妨害するおそれのある行為。
（7）ドコモもしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれの
ある行為。

（8）犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行
為。

（9）本サービスを利用することによって得られる一切の情報を業として利用する行
為または方法のいかんを問わず第三者の利用に供する行為。

（10）上記の他、法令、本規約、約款等もしくは公序良俗に違反する行為、または
違反するおそれのある行為。
9．お客さまの情報について

（1）ドコモにおける本サービスでの利用者または被検索者に関する情報の取扱い
については、約款等で別段の定めがある場合を除き、ドコモのホームページに定め
る「お客さまの個人情報に関するプライバシーポリシー」に従うものとします。

（2）本サービスを利用することにより取得した被検索端末の位置情報および当
該情報を複製もしくは出力した媒体は、利用者の責任により注意して管理いただ
き、ドコモは、その紛失等により利用者または被検索者その他第三者に損害が生
じた場合でも、当該損害について、一切の責任を負いません。

（3）ドコモは、被検索者のプライバシー保護のため、被検索者の個人情報、被検
索者のFOMA/Xiサービスのご契約状況、被検索者の検索設定の状態、検索
ができなかった場合の理由等その他被検索者に関わる一切の情報は、利用者
に対し一切開示いたしません。
10.通信機器
本サービスを利用するために利用者または被検索番号の契約者が使用される通
信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器は、利用者
または被検索番号の契約者の費用と責任において準備するものとし、ドコモは、
通信環境の不備等による利用障害については、一切のサポートを行いません。
11.ドコモの地図

（1）「ドコモの地図」とは、ドコモが別に定める地図データおよび住所データをいい
ます。

（2）利用者は、本サービスサイトから、被検索端末の位置情報に基づいて作成さ
れ、地図データおよび住所データを示す「ドコモの地図」を取得（ダウンロードおよ
び利用者のⅰモード対応端末またはspモード対応端末への保存をいい、以下同じ
とします）し、閲覧することができます。

（3）「ドコモの地図」の著作権その他の権利は、株式会社ゼンリンに帰属します。
なお、ドコモの地図は、承認番号 平26情使、第244-B13号国土地理院発行
の50万分の1地方図及び2万5千分の1地形図を利用しております。
利用者は、前号に定める利用方法以外にドコモの地図を利用することができず、
また、著作権者の許可なく地図データ（利用者のⅰモード対応端末またはspモード
対応端末に保存されたものを含みます。）の全部もしくは一部を複製、複写、転載、
改変し、または販売、再配布等をすることはできません。

（4）ドコモは、「ドコモの地図」の完全性・有用性・正確性・即時性等を保証する
ものではなく、「ドコモの地図」の内容等、ドコモの責によらない事由により利用者
または第三者に生じた損害については一切の責任を負いません。
12.位置情報の精度等

（1）被検索端末に搭載されるGPS機能は、衛星からの電波を利用しているため、
建物の中、高層ビル群地帯、高圧線の近く、密集した樹木の近くではGPSの電
波を受信しにくい、または受信できない場合があり、このような場合、基地局の情
報のみを用いて測位を行います。また、基地局の設置状況その他被検索端末の
電波状況により基地局情報を正確に測位することができない場合があります。こ
れらの場合、位置情報と被検索端末の実際の位置に大きな誤差（300m以上）
が生じることや、被検索端末の位置情報を得られないことがありますのであらかじ
めご了承ください。

（2）被検索端末がGPS機能搭載の特定spモード対応端末である場合におい
ても、ドコモが別に定める端末については、GPSによる位置情報を測位すること
ができません。その場合、基地局情報のみを用いて測位を行います。

（3）被検索端末がiOS搭載端末である場合において、端末の操作により利用者
からの検索要求に対して許諾したときは、検索要求に対して許諾した端末の位
置情報を用いて測位を行います。
13.本サービスの利用上の制限

（1）ドコモは、次の場合には、本サービスの全部または一部の提供を中断すること
があります。この場合、ドコモは、ドコモが適当と判断する方法で事前に利用者に
その旨を通知またはドコモのホームページ上に掲示します。ただし、緊急の場合ま
たは止むを得ない事情により通知できない場合は、この限りではありません。

①本サービスに係るシステムの保守・点検を行う場合
②火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等によ
り、本サービスの提供ができない場合
③本サービスに係るシステムの障害等により、本サービスの提供ができなくなっ
た場合
④ドコモが、運用上または技術上やむを得ず本サービスの一時中断が必要で
あると判断した場合
⑤その他契約約款に定める場合

（2）ドコモは、前項により、利用者、被検索者その他第三者に損害が生じたとして
も、当該損害について、本規約または約款等に別に定める場合を除き、一切の責
任を負いません。
14.本サービスの変更、追加および廃止

（1）ドコモは、業務上の都合により、利用者に事前に通知または周知することなく、
本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することがあります。

（2）本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止が利用者に重大な影
響を及ぼすとドコモが判断した場合は、ドコモはあらかじめその変更、追加または廃
止の内容について第7項第1号に従い、利用者に周知するものとします。
15.本サービスに関する責任

（1）本サービスの利用に関連して、利用者と被検索者または第三者との間で紛
争等が発生した場合であっても、利用者は自己の責任で解決するものとし、ドコモ
は一切の責任を負いません。

（2）ドコモは、利用者が、第8項第4号の行為をした結果、利用者以外の者から
の検索要求に対して被検索端末の位置情報を提供したことにより被検索者ま
たは第三者に損害が生じたとしても、当該損害について、一切の責任を負いませ
ん。

（3）ドコモは、本サービスを通じて提供される位置情報の完全性・有用性・正確
性・即時性等を保証するものではなく、位置情報の精度等、ドコモの責によらない
事由により利用者または第三者に生じた損害については一切の責任を負いませ
ん。

（4）ドコモは、上記の他、本サービスの提供に関するシステム上の障害による本
サービスの遅延、変更、中止もしくは廃止または本サービスを通じて提供される位
置情報の破損もしくは滅失その他本サービスに関連してお客さまに損害が生じた
としても、当該損害について、本規約または約款等に別に定める場合を除き、一
切の責任を負いません。
16.権利譲渡等の禁止
利用者は、ドコモの事前の書面による同意なしに、本サービスを利用する権利また
は本サービスを通じて生じた利用者の権利もしくは義務を譲渡し、承継させ、貸与
し、または担保に供することはできないものとします。
17.準拠法
本規約の効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
18.紛争の解決
本規約または本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判
所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

株式会社NTTドコモ

ご利用規約
イマドコかんたんサーチ

株式会社NTTドコモ（以下「ドコモ」といいます）がお客さまに提供するイマドコ
かんたんサーチ（以下「本サービス」といいます）は、このイマドコかんたんサーチご
利用規約（以下「本規約」といいます）および本サービスのご利用にあたり適用
される契約約款（以下「契約約款」といいます）その他注意事項（以下、総称し
て「約款等」といいます）に従って、提供されます。本サービスのご利用にあたって
は、本規約のほか、約款等をご確認のうえご利用ください。お客さまが本規約およ
び約款等に同意されない場合、本サービスをご利用いただくことはできません。な
お、本規約は、利用者（第1項で定義される）および被検索番号の契約者（第1
項で定義される）の両方に適用されます。
1.本サービスの概要
本サービスは、ドコモが契約約款に基づき提供するFOMAサービスまたはXiサー
ビス（以下、総称して「FOMA/Xiサービス」といいます）のご契約者であって、ⅰ
モードまたはspモードをご契約しているお客さま（以下「利用者」といいます）に対
して提供するサービスです。利用者は、自ら検索対象番号として個別に指定す
る携帯電話番号（以下「被検索番号」といいます）が登録されたドコモUIMカー
ド（FOMAカード、ドコモminiUIMカード、ドコモnanoUIMカードを含み、以下同
じ）が挿入されているiモード対応端末、ドコモ位置情報アプリがプリインストールさ
れているspモード対応端末（以下「特定spモード対応端末」といいます）または
iOSが搭載されているspモード対応端末（以下「iOS搭載端末」といい、iモー
ド対応端末、特定spモード対応端末と総称して「被検索端末」といいます）の所
在に係る位置情報（以下「位置情報」といいます）を検索の都度作成される「ド
コモの地図」（第11項で定義される）により取得することができます。
利用者は、本サービスにより、iモード対応端末またはspモード対応端末からアク
セスする本サービスサイト（第5項で定義される）において被検索端末の位置情
報を検索する機能および検索履歴をドコモが別に定める範囲で閲覧する機能を
利用することができます。
なお、上記の位置情報とは、別に定める場合を除き、GPS機能搭載の被検索
端末の場合には、GPS機能で取得した緯度・経度情報、基地局の情報を用い
て推測される位置に関する情報および被検索端末において利用可能な測位機
能により取得される位置に関する情報を指し、GPS機能非搭載の被検索端末
の場合は基地局の情報のみを用いて推測される位置に関する情報を指します。
2．ID ／パスワードについて
利用者が、spモード対応端末で本サービスをご利用の場合には、ドコモがspモー
ドご利用規則に基づいて発行するspモードパスワードが必要となります。ただし、
spモード対応端末において無線LAN環境下またはテザリング設定時にご利用
の場合は、ドコモが「dアカウント規約」に基づき発行するdアカウントのIDおよび
パスワードの入力が必要となります。
3.本サービスの利用の制限

（1）利用者は、本サービスのご利用にあたり、指定した被検索番号にかかわらず、ド
コモに対して1日最大5回まで検索要求をすることができます。利用者が検索の
結果被検索端末の位置情報を得られたか否かにかかわらず、利用者がドコモに
対して検索要求をした回数をもって、本項に定める回数としますのであらかじめご
了承ください。

（2）利用者がドコモに対して検索要求をした都度、被検索端末に対して、利用者
の携帯電話番号が通知されるとともに、利用者からの検索要求がなされている旨
の表示・動作がなされます（被検索端末の状態によっては表示・動作がなされ
ない場合があります）。被検索端末において、当該検索要求を拒否する旨の操作
がなされた場合または検索要求がなされている旨の表示・動作がなされない場合
には、利用者は被検索端末の位置情報を得ることができません。

（3）前号に定める場合の他、以下に定める事由に該当する場合は、利用者は被
検索端末の位置情報を得ることができません。

①被検索端末の位置提供機能の設定がOFFになっている場合（GPS機
能搭載のiモード対応端末または特定spモード対応端末に限ります）
②被検索番号の契約者が、あらかじめドコモが別に定める方法により、指定す
る携帯電話番号からの検索要求のみをすべて拒否する設定（指定拒否設
定）をしている場合において、当該携帯電話番号から検索要求がなされた場合
③被検索番号の契約者が、あらかじめドコモが別に定める方法により、指定す
る携帯電話番号以外の携帯電話番号からの検索要求をすべて拒否する設定

（指定許可設定）をしている場合において、検索要求がなされた携帯電話番
号が指定されていない場合
④被検索番号の契約者が、あらかじめドコモが別に定める方法により検索要
求を包括的に拒否する設定（包括拒否設定）をしている場合
⑤被検索番号の契約者が、FOMA/Xiサービスのご利用に係る契約につい
て、iモードまたはspモードの提供を受けていない場合
⑥被検索番号の契約者のFOMA/Xiサービスのご利用に係る契約につい
て、利用中断中、利用停止中または電話番号保管中である場合
⑦被検索端末の電源が入っていない場合または被検索端末が圏外にある場
合
⑧被検索端末が日本国外にある場合
⑨その他ドコモが別に定める一定の事由に該当する場合

なお、上記の各号のいずれかに該当する場合には、一部の場合を除き、被検索
端末には利用者からの検索要求がなされている旨の表示・動作はされません。
4．被検索者側の設定等について

（1）利用者が被検索番号を指定し、ドコモに対して検索要求を行うと、その都度被
検索端末にその旨の表示・動作がなされます（次号に定める他、被検索端末の
状態によっては表示・動作がなされない場合があります）。被検索端末に表示等
がなされた場合において、被検索端末の所持者（以下「被検索者」といいます）
が、端末の操作により利用者からの検索要求に対して許諾したときは、利用者に
位置情報の通知がなされます。 

（2）FOMA/Xiサービスのご契約者で、ⅰモードまたはspモードをご契約されている
お客さまは、ⅰモード対応端末またはspモード対応端末を利用して、ⅰモードまたはsp
モードの「お客様サポート」から設定ページにアクセスし、次のいずれかの設定をす
ることができます。 

①すべての利用者からの検索要求を拒否する「包括拒否設定」 
②特定の利用者からの検索要求のみを全て拒否する「指定拒否設定」 
③特定の利用者以外の者からの検索要求を全て拒否する「指定許可設定」
なお、上記設定を行った場合は、被検索端末には、拒否された利用者からの検
索要求がなされている旨の表示・動作はされません。

（3） 被検索者が利用者からの検索要求に対して許諾した場合、即座に基地局
の情報に基づき測位した被検索端末の位置情報が利用者に通知され、その後、
GPS機能（GPS機能搭載の被検索端末の場合において、GPS機能をONに
している場合）により測位された緯度・経度情報および基地局の情報が利用者
に通知されます。なお、被検索端末で確認できる「位置履歴」はGPS測位を完
了した場合の結果のみとなり、被検索者が検索要求に対して許諾した後にGPS
の測位を途中で停止された場合には、被検索端末の「位置履歴」には検索が失
敗した旨を表示しますが、利用者に対しては、基地局の情報のみを用いて推測さ
れる位置に関する情報をお知らせしていますので、予めご了承ください。

（4） 被検索端末がドコモ位置情報アプリの利用設定をしている特定spモード対
応端末であり、かつ、被検索者が無線LAN機能を利用中に、利用者からの検索
要求がなされた旨の表示・動作がなされた場合、位置情報の検索を終了するま
での間は、ドコモのXi回線またはFOMA回線に切り替えて位置情報の検索等
が実施されます。なお、位置情報の検索終了後は無線LANに自動的に接続さ
れますが、次に定めるとき等には無線LANに接続されず、ドコモのXi回線または
FOMA回線により接続された状態のままとなる場合があります。ドコモのXi回線ま
たはFOMA回線により接続されている間に、何らかの通信（ドコモ位置情報アプ
リ以外のアプリによる通信を含みます）が発生した場合、当該通信に伴うパケット
通信料がかかりますので予めご了承ください。

①無線LANの接続環境が変化したこと、電波障害・電波干渉が発生したこ
と等により、無線LAN接続ができない場合
②被検索者または被検索端末内のドコモ位置情報アプリ以外のアプリによ
り、位置情報の検索中にドコモ位置情報アプリが停止された場合、電源が切
られた場合
③被検索端末等において、無線LAN機能を利用する場合にパスワードによる
認証を行う設定になっている場合

5. 本サービスのご利用について
（1）本サービスのご利用にあたっては、検索を希望される都度、iモードまたはsp
モードによりアクセスが可能な本サービスに関するサイト（以下「本サービスサイ
ト」といいます）からドコモが別に定める手続に従い、ドコモに対して検索要求をし
ていただく必要があります。

（2）ドコモは、利用者が第8項に定める禁止事項のいずれかに該当するおそれが
ある場合、または本サービス利用料（第6項で定義される）をお支払いただけない
おそれがある場合等には、本サービスのご利用をお断りする場合があります。
6.課金について

（1）利用者が本サービスを利用する際は、約款の定めに従い、本サービスのご利
用の対価（以下｢本サービス利用料｣といいます）をお支払いただく必要がありま
す。また、本サービスの利用に際しての検索および各種設定、位置情報の取得
後のドコモの地図の閲覧、検索履歴の閲覧等にかかるパケット通信料等がかか
ります。

（2）被検索端末がiOS搭載端末である場合、位置情報の検索が実施されてい
る間、パケット通信料がかかります。

（3）本サービスを海外でご利用になるには、すべての通信に対し、契約約款に定
める国際アウトローミング通信料がかかります。この場合、お客さまがパケット定額
サービスをご契約されていても、パケット定額サービスの適用対象外となります（海
外パケ・ホーダイが適用となる場合を除きます）。
7．本サービスの運用

（1）ドコモは、本サービスの一時中断のお知らせその他利用者または被検索者等
へのお知らせを行う場合、ドコモのホームページへの掲載その他ドコモが適当と判
断する方法により行うものとします。



●本ガイド掲載のサービス内容、商品の仕様・性能および料金・お申込み方法・アクセス方法などは、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。最新情報について、詳しくは「ドコモのホーム
ページ」でご確認ください。●「Xi/クロッシィ」「FOMA/フォーマ」「spモード」「iモード」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「2in1」「イマドコかんたんサーチ」ロゴは商標または登録商標です。●「Android」
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本ガイドの内容は2017年3月現在のものです 

ドコモのニュース、工事、製品、サービスなどの情報をご覧になれます。
スマートフォン・パソコンから  https://www.nttdocomo.co.jp/
iモードから   Menu▶お知らせ
                  ＊海外からのアクセスの場合は有料となります。

総合お問い合わせ /各種ご注文受付 < ドコモ インフォメーションセンター >

イマドコかんたんサーチに関するお問い合わせ・ご相談＜ドコモあんしんホットライン＞

ドコモの携帯電話からの場合

ドコモのホームページ

受付時間 午前 9:00 ～午後 8:00（年中無休）
※番号をよくお確かめの上、おかけください。

一般電話などからの場合　　

　　0120-800-000
※一部IP電話からは接続できない場合があります。

　　0120-053-320 ※一部IP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 午前 9:00 ～午後 8:00（年中無休）

2017.03

が認確の所場居、とくだたいてっ行を）合場の種機応対SPGく除をenohPi（」定設供提置位「が方るれさ探
可能となります（位置提供設定方法は、14ページを参照ください）。

※探される方がiPhoneをお使いの場合、設定が必要となります。詳細は19ページを参照ください。

屋内などGPSを受信しにくい場所では大まかな測位結果になります。

探される方がドコモ位置情報アプリ非搭載スマートフォン/タブレットに機種変更をした場合や、検索拒否
設定、契約内容の変更（名義変更や料金プラン変更など）、spモードまたはiモードの廃止を行った場合、
居場所を確認できなくなることがありますが、個人情報保護の観点から失敗の理由や契約内容にかかわる詳細
情報は探す方にお伝えすることはできません。

（局番なし）151（無料）

❶

❷

❸

※一般電話などからはご利用になれません。

お客さま確認事項

最新のサービスガイドは下記からダウンロードいただけます。 
パソコンから 　ドコモのホームページ▶サービス・機能▶イマドコかんたんサーチ▶操作・設定方法


