
対応メモリーカード

microSD:最大 2G バイトまで
microSDHC・
microSDHC UHS-Ⅰ:最大 32G バイトまで
microSDXC・
microSDXC UHS-Ⅰ:最大 64G バイトまで

データの復元にあたっての注意
■「簡単！バックアップナビ」の手順でバックアップしたデータ以外は、正しく復元できない場合があります。 ■復元中にデータ登録可能件数の上限に達した場合、それ以降のデータは復元されません。 ■メモリーカードの抜き差しは、電源を
切るか、メモリーカードのマウント解除 ( メモリーカードを安全に取り外すための操作 ) をしてから行なってください。 ■メモリーカードは水に濡らしたり、傷をつけたりしないでください。 ■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認の
うえ、ご使用ください。 ■データを復元しているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■microSD の製造メーカや Class によって、動作しない場合があります。■故障や修理、機種変更やその他の
取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても当社としては責任を負いかねます。

対応OS:Android4.4

操作の前にお読みくださいメモリーカードから携帯電話へデータを復元！
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バックアップデータ復元ナビ
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手順 5 へすすむ

■復元の操作は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。 ■復元の操作は、ホームを「標準メニュー」に設定の上で、ロックを
解除した状態でスタートしてください。※お買い上げ時には「標準メニュー」が設定されています ■ドコモバックアップアプリでバックアップしたデータの他、ドコモケータイ、
電話帳コピーツールでバックアップした電話帳データも復元できます。※一部非対応のデータがあります ( 電話帳で使用している絵文字など ) ■ドコモバックアップアプリで
バックアップしたメディアファイル ( 画像、動画、音楽 ) は、アプリ指定の場所にまとめて復元されます。

ドコモバックアップを使って
復元できるデータ

ドコモバックアップアプリでの復元手順 ※ドコモバックアップアプリ バージョン 05.00.21405 ～

電話帳

発着信履歴

受信メール、送信メール、
未送信メール

本体に保存されている
画像、動画、音楽

標準ブラウザの
ブックマーク

設定

トルカ

※設定とスケジュール・メモは、
対応していません

スケジュール・メモ
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データ保管BOXへ保存・復元

以下のデータをデータ保管 BOX へ簡単に保存・復

元することができます。

通話履歴、音楽、ユーザ辞書、ブックマーク

※上記以外の項目については、ドコモクラウドに

対応した各種サービスをご利用ください。

microSDカードへ保存・復元

以下のデータをmicroSDカードへ簡単に保存・復

元することができます。

電話帳、ドコモメール /sp モードメール、メディ

アファイル、ブックマーク、通話履歴、ユーザ辞

書、トルカ、スケジュール / メモ

保存先の選択

復元結果

復元結果をご確認ください

ﾄﾞｺﾓﾒｰﾙ(ﾛｰｶﾙ)/
spﾓｰﾄﾞﾒｰﾙ

電話帳
成功 3件/3件 2KB/2KB

成功 3件/3件 3KB/3KB
受信メール 1件/1件

1KB/1KB

送信メール 1件/1件

1KB/1KB

未送信メール 1件/1件

1KB/1KB

成功 13件/13件 31MB
画像 8件/8件

11MB/11MB

動画 4件/4件

20MB/20MB

音楽 1件/1件

17KB/17KB

メディアファイル

各データが復元されているかご確認く
ださい

トップに戻る

SDカードバックアップ

バックアップ 復元

定期バック

アップ設定

電話帳アカウ

ントコピー

バックアップ

データ一覧

バックアップ

履歴

ドコモメール(ローカル)/
spモードメール
2012/01/01 12:34:56
3件(3KB)(手動)
受信メール、送信メール、、未送信
メール

復元するデータ種別と復元方法を選択します

復元設定

電話帳
2012/01/01 12:34:56
3件(2KB)(手動)

選択

選択

追加 上書き

■復元データ:5KB

■空き:25.43GB

復元先メモリ:
25.78GB

■メディアファイル復元データ:31MB

■空き:25.43GB

復元先メモリ:
25.78GB

選択解除 復元開始

ドコモアプリパスワード

ドコモアプリパスワードを入力して
ください

キャンセル OK

復元するデータ種別と復元方法を選択します

復元設定

ﾄﾞｺﾓﾒｰﾙ(ﾛｰｶﾙ)/
spﾓｰﾄﾞﾒｰﾙ
復元するデータを選択してくださ
い

電話帳
復元するデータを選択してくださ
い

メディアファイル
復元するデータを選択してくださ
い

選択

選択

選択

追加 上書き

追加 上書き

追加

■復元データ:0KB

■空き:25.43GB

復元先メモリ:
25.78GB

最新データを選択 復元開始

復元するデータ種別と復元方法を選択します

復元設定

■復元データ:5KB

■空き:25.43GB

復元先メモリ:
25.78GB

選択解除 復元開始

ﾄﾞｺﾓﾒｰﾙ(ﾛｰｶﾙ)/
spﾓｰﾄﾞﾒｰﾙ
2012/01/01 12:34:56
3件(3KB)(手動)
受信メール、送信メール、、未送信
メール

電話帳
2012/01/01 12:34:56
3件(2KB)(手動)

選択

選択

追加 上書き

■メディアファイル復元データ:31MB

■空き:25.43GB

復元先メモリ:
25.78GB

復元するデータ種別と復元方法を選択します

復元設定

■復元データ:5KB

■空き:25.43GB

復元先メモリ:
25.78GB

選択解除 復元開始

ﾄﾞｺﾓﾒｰﾙ(ﾛｰｶﾙ)/
spﾓｰﾄﾞﾒｰﾙ
2012/01/01 12:34:56
3件(3KB)(手動)
受信メール、送信メール、、未送信
メール

電話帳
2012/01/01 12:34:56
3件(2KB)(手動)

選択

選択

追加 上書き

■メディアファイル復元データ:31MB

■空き:25.43GB

復元先メモリ:
25.78GB

キャンセル 開始する

確認

上書き処理が選択されていま
す。上書き処理を選択したデータ
は、現在の端末内データが削除さ
れます。
sp モードケータイデータお預かり
サービスをご利用の場合は、お預
かりセンターからも削除されま
す。
選択したデータの復元を開始し
ますか？ (トルカのFOMA端末にお
けるフォルダ構成は復元されませ
ん。)

をタップ
最新データを選択

をタップ をタップ開始する

※個別にチェックをすることで、
復元するデータを選ぶことが
できます
※「最新データを選択｣した場合、
上書きでの復元が選択されます

※「上書き」が選択された状態で復元を
行うと、携帯電話に保存されていた
元のデータはすべて消去されます
※「追加」が選択された状態で復元を
行うと、データが重複する場合があります

復元開始
をタップ

トップに戻る

※ドコモアプリパスワードの初期設定は
「0000」です。お忘れの場合はリセットを
するか、ドコモショップへご来店ください
■ドコモアプリパスワードのリセット方法：

「設定」⇒「ドコモのサービス/クラウド」⇒
「ドコモアプリパスワード」⇒「パスワードを忘れた場合」

ドコモアプリパスワードを
入力し               をタップOK

をタップ をタップ
microSDカードへ保存・復元 復元

画面をスライドして、[ あんしんツール ] をタップ をタップ
ドコモバックアップ

※[ あんしんツール ] の下に
[ ドコモバックアップ ] が
表示されていない場合は、
もう一度 [ あんしんツール ] を
タップして下さい


