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はじめに
DM-01Gをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正しくお使いください。

操作説明

本書についての最新情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。また、本端
末から取扱説明書の最新情報を見ることができます。
■■「クイックスタートガイド」（本体付属品）
基本的な機能の操作について説明しています。
■■「取扱説明書」（本端末のアプリ）
機能の詳しい案内や操作について説明しています。
ホーム画面で「アプリ」 u 「取扱説明書」
※ 「取扱説明書」アプリを削除した場合、再度インストールするには、ホーム画面で「Play

ストア」から「DM-01G取扱説明書」で検索し、「取扱説明書」アプリをダウンロー
ドしてください。

■■「取扱説明書」（PDFファイル）
機能の詳しい案内や操作について説明しています。
ドコモのホームページでダウンロード
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html
※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html
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本書のご使用にあたって
• 本書の内容の一部、または全部を無断転載

することは、禁止されています。
• 本書の内容に関しては、将来予告なしに変

更することがあります。
• 本書の本文中においては「DM-01G」を「本

端末」と表記させていただいております。
あらかじめご了承ください。

操作説明文について
本書では、タッチスクリーンで表示されるア
イコンや項目の選択操作を次のように表記し
て説明しています。

表記 操作内容

ホーム画面で
「アプリ」

ホーム画面に表示されて
いる  をタップする
• ホーム画面のアイコン

は、以下のように表記
しております。

 : 「アプリ」
 : 「電話」
 : 「ドコモメール」
 : 「カメラ」
 : 「インターネット」

ホーム画面で
「アプリ」■u■
「設定」■u■「表
示」

ホーム画面に表示されて
いる  をタップして、続
けて「設定」、「表示」をタッ
プする

■をロング
タッチ

画面に表示されている  
を長めに（1 ～ 2秒間）
触れたままにする
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お知らせ

• 本書の操作説明は、ホーム選択が「ホー
ム」に設定されていて、ホーム画面の
内容がお買い上げ時の場合で説明して
います。ホーム画面の内容を変更した
場合は、アプリを開く操作などが本書
の説明と異なることがあります。

• 本書で掲載している画面はイメージで
あるため、実際の画面と異なる場合が
あります。

本体付属品

DM-01G本体
（保証書付き）

リアカバー■L40

DM-01G
Disney
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クイックスタートガイド（本書）

クイ
ック
スタ
ート
ガイ
ド

電池パック■L24

テレビアンテナケーブル■L01

ミッキーウィンドウカバー■L01

Disney

本端末に対応するオプション品（別売）は、
ドコモのホームページをご覧ください。
https://www.nttdocomo.co.jp/product/
option/

https://www.nttdocomo.co.jp/product/option/
https://www.nttdocomo.co.jp/product/option/
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本端末のご利用について
• 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM/

GPRS・無線LAN方式に対応しています。
• 本端末は無線を利用しているため、トンネ

ル・地下・建物の中などで電波の届かない
所、屋外でも電波の弱い所、Xiサービス
エリアおよびFOMAサービスエリア外で
はご使用になれません。また、高層ビル・
マンションなどの高層階で見晴らしのよい
場所であってもご使用になれない場合があ
ります。なお、電波が強くアンテナマーク
が4本表示されている状態で、移動せずに
使用している場合でも通話が切れる場合が
ありますので、ご了承ください。

• 本端末は電波を利用している関係上、第三
者により通話を傍受されるケースもないと
はいえません。しかし、LTE・W-CDMA・
GSM/GPRS方式では秘話機能をすべて
の通話について自動的にサポートしますの

で、第三者が受信機で傍受したとしても、
ただの雑音としか聞き取れません。

• 本端末は音声をデジタル信号に変換して無
線による通信を行っていることから、電波
状態の悪い所へ移動するなど送信されてき
たデジタル信号を正確に復元することがで
きない場合には、実際の音声と異なって聞
こえる場合があります。

• 本端末は、FOMAプラスエリアおよび
FOMAハイスピードエリアに対応してお
ります。

• お客様ご自身で本端末に登録された情報内
容は、定期的にメモを取ったり、microSD
カードやパソコンなどの外部記録媒体に保
管してくださるようお願いします。本端末
の故障や修理、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のであらか
じめご了承ください。
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• ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使
して作られていますが、一部に点灯しない
ドットや常時点灯するドットが存在する場
合があります。これは液晶ディスプレイの
特性であり故障ではありませんので、あら
かじめご了承ください。

• microSDカードや本端末の空き容量が少
ない場合、起動中のアプリが正常に動作し
なくなることがあります。その場合は保存
されているデータを削除してください。

• 市販のオプション品については、当社では
動作保証はいたしませんので、あらかじめ
ご了承ください。

• 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がイン
ストールを行うアプリなどによっては、端末の
動作が不安定になったり、お客様の位置情報
や本端末に登録された個人情報などがインター
ネットを経由して外部に発信され、不正に利用
されたりする可能性があります。このため、ご
利用になるアプリなどの提供元および動作状況
について十分にご確認の上、ご利用ください。

• 本端末では、ドコモnanoUIMカードのみ
ご利用できます。ドコモminiUIMカード、
ドコモUIMカード、FOMAカードをお持
ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお
取り替えください。

• 本端末はｉモードのサイト（番組）への接
続やｉアプリなどには対応しておりません。

• 本端末は、データの同期や最新のソフト
ウェアバージョンをチェックするための通
信、サーバーとの接続を維持するための通
信など一部自動的に通信を行う仕様となっ
ています。また、アプリのダウンロードや
動画の視聴などデータ量の大きい通信を行
うと、パケット通信料が高額になりますの
で、パケットパック／パケット定額サービ
スのご利用を強くおすすめします。

• お客様がご利用のアプリやサービスによっ
ては、Wi-Fi®通信中であってもパケット通
信料が発生する場合があります。

• 公共モード（ドライブモード）には対応し
ておりません。
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• 本端末では、マナーモード（バイブレート
のみ、サイレント）設定中でも、着信音や
各種通知音を除く音（動画再生、音楽の再
生、シャッター音など）は消音されません。

• お客様の電話番号（自局番号）は以下の手
順で確認できます。
ホーム画面で「アプリ」 u 「設定」 u 「端末
情報」 u 「ステータス」をタップしてくだ
さい。

• ご利用の端末のソフトウェアバージョンは
以下の手順で確認できます。
ホーム画面で「アプリ」 u 「設定」 u 「端末
情報」 u 「ソフトウェア情報」をタップし
てください。

• 本端末のソフトウェアを最新の状態にする
ことができます。詳細については、ドコモ
のホームページ掲載の取扱説明書（PDF
ファイル）またはeトリセツ（本端末搭載
アプリ）をご覧ください。

• 本端末は、オペレーティングシステム（OS）
のバージョンアップにより機能が追加され

たり、操作方法が変更になったりすること
があります。機能の追加や操作方法の変更
などに関する最新情報は、ドコモのホーム
ページでご確認ください。

• OSをバージョンアップすると、古いバー
ジョンのOSで使用していたアプリが使え
なくなる場合や意図しない不具合が発生す
る場合があります。

• アプリおよびサービス内容は、将来予告な
く変更される場合があります。

• Googleが提供するサービスについては、
Google Inc.の利用規約をお読みください。
また、その他のウェブサービスについては、
それぞれの利用規約をお読みください。

• 紛失に備え、画面ロックを設定し本端末の
セキュリティを確保してください。

• 万が一紛失した場合は、Gmail、Google 
PlayなどのGoogleサービスやSNSなど
のサービスを他の人に利用されないよう
に、パソコンより各種サービスアカウント
のパスワードを変更してください。
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• spモード、mopera Uおよびビジネス
moperaインターネット以外のプロバイダ
はサポートしておりません。

• テザリングのご利用には、spモードのご
契約が必要となります。

• テザリングのご利用には、パケットパック
／パケット定額サービスの加入を強くおす
すめします。

• 本端末の比吸収率（SAR）については、
ドコモのホームページ掲載の取扱説明書

（PDFファイル）またはeトリセツ（本端
末搭載アプリ）をご覧ください。 
さらに詳しい情報をお知りになりたい方
は、ドコモのホームページをご覧ください。 
https://www.nttdocomo.co.jp/
product/sar/

• ご利用時の料金など詳細については、 
ドコモのホームページをご覧ください。

安全上のご注意（必ずお守り
ください）

■■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」
をよくお読みの上、正しくお使いくださ
い。また、お読みになった後は大切に保
管してください。
■■ ここに示した注意事項は、お使いになる
人や、他の人への危害、財産への損害を
未然に防ぐための内容を記載しています
ので、必ずお守りください。
■■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、
誤った使用をした場合に生じる危害や損
害の程度を説明しています。

https://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/
https://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/
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危険
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死
亡または重傷を負う危険が切迫して生
じることが想定される」内容です。

警告
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死
亡または重傷を負う可能性が想定され
る」内容です。

注意
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽
傷を負う可能性が想定される場合およ
び物的損害の発生が想定される」内容
です。

■■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内
容を説明しています。

禁止（してはいけないこと）
を示します。

分解してはいけないことを示
す記号です。

水がかかる場所で使用した
り、水に濡らしたりしてはい
けないことを示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけない
ことを示す記号です。

指示に基づく行為の強制（必
ず実行していただくこと）
を示します。



10 目次／注意事項

電源プラグをコンセントか
ら抜いていただくことを示
す記号です。

■■「安全上のご注意」は下記の項目に分けて
説明しています。
本端末、電池パック、アダプタ、テレビ
アンテナケーブル、ミッキーウィンドウ
カバー、ドコモnanoUIMカードの取り
扱いについて（共通） …………… P10
本端末の取り扱いについて ……… P13
電池パックの取り扱いについて … P18
アダプタの取り扱いについて …… P20
ミッキーウィンドウカバーの取り扱いに
ついて ……………………………… P23
ドコモnanoUIMカードの取り扱いにつ
いて ………………………………… P23
医用電気機器近くでの取り扱いについて 
 ……………………………………… P24
材質一覧 …………………………… P25

本端末、電池パック、アダプタ、テレビアンテ
ナケーブル、ミッキーウィンドウカバー、ドコ
モnanoUIMカードの取り扱いについて（共通）

危険

高温になる場所（火のそば、暖房器
具のそば、こたつの中、直射日光の
当たる場所、炎天下の車内など）で
使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けがの原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高
圧容器に入れないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因と
なります。

分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因と
なります。
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水や飲料水、ペットの尿、汗などで
濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因と
なります。
防水性能については以下をご参照く
ださい。→P40「防水／防塵性能」

充電端子やmicroUSB接続端子、イ
ヤホンマイク端子に液体（水や飲料
水、ペットの尿、汗など）を入れな
いでください。
火災、やけど、けが、感電の原因と
なります。
防水性能については以下をご参照く
ださい。→P40「防水／防塵性能」

本端末に使用するオプション品は、
NTTドコモが指定したものを使用し
てください。
火災、やけど、けが、感電の原因と
なります。

警告

強い力や衝撃を与えたり、投げ付け
たりしないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因と
なります。

充電端子やmicroUSB接続端子、イ
ヤホンマイク端子に導電性異物（金
属片、鉛筆の芯など）を接触させな
いでください。また、内部に入れな
いでください。
火災、やけど、けが、感電の原因と
なります。

使用中や充電中に、布団などで覆っ
たり、包んだりしないでください。
火災、やけどの原因となります。
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ガソリンスタンドなど引火性ガスが
発生する可能性のある場所に立ち入
る場合は必ず事前に本端末の電源を
切り、充電をしている場合は中止し
てください。
ガスに引火する恐れがあります。
ガソリンスタンド構内などでおサイフ
ケータイをご使用になる際は必ず事前
に電源を切った状態で使用してくださ
い（NFC ／おサイフケータイ ロック
を設定されている場合にはロックを解
除した上で電源をお切りください）。

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、
変色、変形など、いままでと異なるとき
は、直ちに次の作業を行ってください。
• 電源プラグをコンセントやシガーライ
ターソケットから抜く。

• 本端末の電源を切る。
• 電池パックを本端末から取り外す。
火災、やけど、けが、感電の原因と
なります。

注意

ぐらついた台の上や傾いた場所な
ど、不安定な場所には置かないでく
ださい。
落下して、けがの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温にな
る場所には、保管しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が
取り扱いの方法を教えてください。
また、使用中においても、指示ど
おりに使用しているかをご確認く
ださい。
けがなどの原因となります。
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乳幼児の手の届かない場所に保管し
てください。
誤って飲み込んだり、けが、感電の
原因となります。

本端末をアダプタに接続した状態で
長時間連続使用される場合には特に
ご注意ください。
充電しながらビデオコール、動画、
ゲーム、テレビ視聴などを長時間行
うと本端末や電池パック・アダプタ
の温度が高くなることがあります。
温度の高い部分に直接長時間触れる
とお客様の体質や体調によっては肌
に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じ
たり、低温やけどの原因となったり
する恐れがあります。

本端末の取り扱いについて

警告

ライトの発光部を人の目に近づけて
点灯発光させないでください。特に、
乳幼児を撮影するときは、1m以上
離れてください。
視力障害の原因となります。また、
目がくらんだり驚いたりしてけがな
どの事故の原因となります。

本端末内のドコモnanoUIMカード
スロットやmicroSDカードスロッ
トに水などの液体や金属片、燃えや
すいものなどの異物を入れないでく
ださい。
火災、やけど、けが、感電の原因とな
ります。



14 目次／注意事項

自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。
運転の妨げとなり、事故の原因となります。

有害なレーザー光の照射などを防止するため、本端末を分解しないでください。
分解するなど、指定以外の方法で使用した場合、有害なレーザー光などにさらされる
原因となります。

カメラ使用時は、レーザーオートフォーカスセンサーを直接覗き込まないでください。
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航空機へのご搭乗にあたり、本端末
の電源を切るか、機内モードに設定
してください。
航空機内での使用については制限が
あるため、各航空会社の指示に従っ
てください。
航空機の電子機器に悪影響を及ぼす
原因となります。
なお、航空機内での使用において禁
止行為をした場合、法令により罰せ
られることがあります。

病院での使用については、各医療機
関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本
端末の電源を切ってください。
電子機器や医用電気機器に悪影響を
及ぼす原因となります。

ハンズフリーに設定して通話する際や、
着信音が鳴っているときなどは、必ず
本端末を耳から離してください。また、
イヤホンマイクなどを本端末に装着し、
ゲームや音楽再生などをする場合は、
適度なボリュームに調節してください。
音量が大きすぎると難聴の原因とな
ります。また、周囲の音が聞こえに
くいと、事故の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ
（振動）や着信音量の設定に注意して
ください。
心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などを装着している場
合は、医用電気機器メーカーもしく
は販売業者に、電波による影響につ
いてご確認の上ご使用ください。
医用電気機器などに悪影響を及ぼす
原因となります。
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高精度な制御や微弱な信号を取り扱
う電子機器の近くでは、本端末の電
源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの悪影響
を及ぼす原因となります。
※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメー
カおよび植込み型除細動器、その
他の医用電気機器、火災報知器、
自動ドア、その他の自動制御機
器など。
植込み型心臓ペースメーカおよ
び植込み型除細動器、その他の医
用電気機器をご使用される方は、
当該の各医用電気機器メーカー
もしくは販売業者に電波による
影響についてご確認ください。

万が一、ディスプレイ部やカメラの
レンズを破損した際には、割れたガ
ラスや露出した本端末の内部にご注
意ください。
ディスプレイ部やカメラのレンズの
表面には、強化ガラスを使用し、ガ
ラスが飛散りにくい構造となってお
りますが、誤って割れた破損部や露
出部に触れますと、けがの原因とな
ります。
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注意

ストラップなどを持って本端末を振
り回さないでください。
本人や他の人に当たり、けがなどの
事故の原因となります。

本端末が破損したまま使用しないで
ください。
火災、やけど、けが、感電の原因と
なります。

モーションセンサーのご利用にあ
たっては、必ず周囲の安全を確認し、
本端末をしっかりと握り、必要以上
に振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。

誤ってディスプレイを破損し、液晶
が漏れた場合には、顔や手などの皮
膚につけないでください。
失明や皮膚に傷害を起こす原因とな
ります。液晶が目や口に入った場合
には、すぐにきれいな水で洗い流し、
直ちに医師の診療を受けてください。
また、皮膚や衣類に付着した場合は、
すぐにアルコールなどで拭き取り、
石鹸などで洗い流してください。

自動車内で使用する場合、自動車メー
カーもしくは販売業者に、電波によ
る影響についてご確認の上ご使用く
ださい。
車種によっては、まれに車載電子機
器に悪影響を及ぼす原因となります
ので、その場合は直ちに使用を中止
してください。
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お客様の体質や体調によっては、か
ゆみ、かぶれ、湿疹などが生じるこ
とがあります。異状が生じた場合は、
直ちに使用をやめ、医師の診療を受
けてください。
• 各箇所の材質について 

→P25「材質一覧」

ディスプレイを見る際は、十分明る
い場所で、画面からある程度の距離
をとってご使用ください。
視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて
■■ 電池パックのラベルに記載されている表
示により、電池の種類をご確認ください。

表示 電池の種類

Li-ion00 リチウムイオン電池

危険

端子に針金などの金属類を接触させ
ないでください。また、金属製ネッ
クレスなどと一緒に持ち運んだり、
保管したりしないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏
液の原因となります。
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電池パックを本端末に取り付けると
きは、電池パックの向きを確かめ、
うまく取り付けできない場合は、無
理に取り付けないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏
液の原因となります。

火の中に投下したり、熱を加えたり
しないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏
液の原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、
踏みつけたりするなど過度な力を加
えないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏
液の原因となります。

電池パック内部の液体などが目の中
に入ったときは、こすらず、すぐに
きれいな水で洗った後、直ちに医師
の診療を受けてください。
失明の原因となります。

警告

落下などによる変形や傷などの異常
が見られた場合は、絶対に使用しな
いでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏
液の原因となります。

電池パックが漏液したり、異臭がし
たりするときは、直ちに使用をやめ
て火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火､ 破裂
の原因となります。

ペットが電池パックに噛みつかない
ようご注意ください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏
液の原因となります｡
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注意

一般のゴミと一緒に捨てないでくだ
さい。
発火、環境破壊の原因となります。
不要となった電池パックは、端子に
テープなどを貼り、絶縁してからド
コモショップなど窓口にお持ちいた
だくか、回収を行っている市区町村
の指示に従ってください｡

濡れた電池パックを使用したり充電
したりしないでください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏
液の原因となります。

電池パック内部の液体などが漏れた
場合は、顔や手などの皮膚につけな
いでください。
失明や皮膚に傷害を起こす原因とな
ります。液体などが目や口に入った
場合や、皮膚や衣類に付着した場合
は、すぐにきれいな水で洗い流して
ください。また、目や口に入った場
合は、洗浄後直ちに医師の診療を受
けてください。

アダプタの取り扱いについて

警告

アダプタのコードが傷んだら使用し
ないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。
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ACアダプタは、風呂場などの湿気の
多い場所では使用しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。

DCアダプタはマイナスアース車専
用です。プラスアース車には使用し
ないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アダプタには触
れないでください。
感電の原因となります。

コンセントやシガーライターソケッ
トにつないだ状態で充電端子を
ショートさせないでください。また、
充電端子に手や指など、身体の一部
を触れさせないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。

アダプタのコードの上に重いものを
のせないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。

コンセントにACアダプタを抜き差し
するときは、金属製ストラップなどの
金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。

本端末にアダプタを接続した状態
で、上下左右に無理な力を加えない
でください。
火災、やけど、けが、感電の原因と
なります。

濡れた手でアダプタのコードや充電端
子、コンセントに触れないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。
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指定の電源、電圧で使用してくださ
い。また、海外で充電する場合は、
海外で使用可能なACアダプタで充
電してください。
誤った電圧で使用すると火災、やけ
ど、感電の原因となります。
• ACアダプタ：AC100V
• DCアダプタ：DC12V・24V 
（マイナスアース車専用）

• 海外で使用可能なACアダプタ：
AC100V ～ 240V（家庭用交流
コンセントのみに接続すること）

DCアダプタのヒューズが万が一切
れた場合は、必ず指定のヒューズを
使用してください。
火災、やけど、感電の原因となります。
指定ヒューズに関しては、個別の取
扱説明書でご確認ください。

電源プラグについたほこりは、拭き
取ってください。
火災、やけど、感電の原因となります。

ACアダプタをコンセントに差し込む
ときは、確実に差し込んでください。
火災、やけど、感電の原因となります。

電源プラグをコンセントやシガーラ
イターソケットから抜く場合は、ア
ダプタのコードを無理に引っ張らず、
アダプタを持って抜いてください。
火災、やけど、感電の原因となります。

本端末にアダプタを抜き差しする場
合は、無理な力を加えず、水平に真っ
直ぐ抜き差ししてください。
火災、やけど、けが、感電の原因と
なります。
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長時間使用しない場合は、電源プラ
グをコンセントやシガーライター
ソケットから抜いてください。
火災、やけど、感電の原因となります。

万が一、水などの液体が入った場合
は、直ちにコンセントやシガーライ
ターソケットから電源プラグを抜
いてください。
火災、やけど、感電の原因となります。

お手入れの際は、電源プラグをコン
セントやシガーライターソケット
から抜いて行ってください。
火災、やけど、感電の原因となります。

注意

コンセントやシガーライターソケッ
トにつないだ状態でアダプタに長時
間触れないでください。
やけどなどの原因となります。

ミッキーウィンドウカバーの取り
扱いについて

注意

ミッキーウィンドウカバーを取り付
けるときは、指を挟まないでくださ
い。
けがなどの事故の原因となります。

ドコモnanoUIMカードの取り扱
いについて

注意

ドコモnanoUIMカードを取り扱う
際は切断面にご注意ください。
けがの原因となります。
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医用電気機器近くでの取り扱いに
ついて

警告

植込み型心臓ペースメーカおよび植
込み型除細動器などの医用電気機器
を装着されている場合は、装着部か
ら本端末を15cm以上離して携行お
よび使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪
影響を及ぼす原因となります。

自宅療養などにより医療機関の外
で、植込み型心臓ペースメーカおよ
び植込み型除細動器以外の医用電気
機器を使用される場合には、電波に
よる影響について個別に医用電気機
器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪
影響を及ぼす原因となります。

身動きが自由に取れないなど、周囲
の方と15cm未満に近づく恐れがあ
る場合には、事前に本端末を電波の
出ない状態に切り替えてください（機
内モードまたは電源オフなど）。
付近に植込み型心臓ペースメーカお
よび植込み型除細動器などの医用電
気機器を装着している方がいる可能
性があります。電波により医用電気
機器の作動に悪影響を及ぼす原因と
なります。

医療機関内における本端末の使用に
ついては、各医療機関の指示に従っ
てください。
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材質一覧

使用箇所 材質 表面処理

ディスプレイ 強化ガラス AFコーティング

外装ケース（前面） PC UVコーティング

外装ケース（背面） PC －

電源キー／音量キー PC 射出後スプレー（UV）

イヤホンマイク端子／ microUSB接続端子 銅合金 ニッケル+金メッキ

カメラ部 強化ガラス AFコーティング

カメラレンズ周囲 AL 陽極酸化処理、化学腐食

フラッシュ部 透明PC －

スピーカー部 PET 撥水加工のメッシュ

レーザーオートフォーカスセンサー PC －

レシーバーグリル STS エッチングホール+バ
フ研磨+PVD
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使用箇所 材質 表面処理

ドコモnanoUIMカードスロット 銅合金 （NKC286R-EH） ニッケル+Pd-Ni+金メッキ

microSDカードスロット ステンレス ニッケル+金メッキ

電池パック接続端子 Ti-Cu ニッケル+Pd-Ni+金メッキ

銘板シール ユポ紙+接着剤NA-34 ロゴ印刷（BLACK）

銘板シール周囲 MG ウレタンコーティング

FeliCa ／ NFC接続端子 銅合金 ニッケル+金メッキ

ネジ STS －

リアカバー L40 本体 PC IMD

端子部分 銅+Piシート 銅+金メッキ

パッキン シリコン －

パッド PSR －

保護シール部分 PCシート 印刷
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使用箇所 材質 表面処理

電池パック L24 本体 PC
Lupoy GN-1002FS

エッチング（腐食）

端子部分 ニッケル5.0ミクロン 金0.5ミクロン

ラベル グレー PET 50mic マットコーティング
（0.07T）

防水シール 3M #5559 －

テレビアンテナ
ケーブル L01

イヤホンマイク端子（先端部） 銅 ニッケルメッキ

イヤホンマイク端子（外装） TPE_JS400-78A Non PVC

ケーブル TPE_JS400-78A Non PVC

接続プラグ（先端部） 銅 金メッキ

接続プラグ（外装） TPE_JS400-78A Non PVC
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使用箇所 材質 表面処理

ミッキーウィン
ドウカバー L01

外装 ポリウレタン繊維 ロゴ印刷

ウィンドウ枠 PC SN蒸着、レーザーエッ
チング

装飾 ガラス ガラス加工

内側（フリップ部） MG ダイカスト

内側（リアカバー部） PC 吹き付け塗装

端子部分 銅+Piシート 銅+金メッキ

パッキン シリコン －

パッド PSR －

保護シール部分 PCシート 印刷
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取り扱い上のご注意

共通のお願い
■■ DM-01Gは防水／防塵性能を有しており
ますが、本端末内部に水や粉塵を入れたり、
付属品、オプション品に水や粉塵を付着さ
せたりしないでください。
電池パック、アダプタ、テレビアンテナ
ケーブル、ドコモnanoUIMカードは防
水／防塵性能を有しておりません。
風呂場などの湿気の多い場所でのご使用
や、雨などがかかることはおやめくださ
い。また身に付けている場合、汗による
湿気により内部が腐食し故障の原因とな
ります。調査の結果、これらの水濡れに
よる故障と判明した場合、保証対象外と
なり修理できないことがありますので、
あらかじめご了承ください。なお、保証
対象外ですので修理を実施できる場合で
も有料修理となります。

■■ お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭
きなど）で拭いてください。
• 乾いた布などで強く擦ると、ディスプ

レイに傷がつく場合があります。
• ディスプレイに水滴や汚れなどが付着

したまま放置すると、シミになること
があります。

• アルコール、シンナー、ベンジン、洗
剤などで拭くと、印刷が消えたり、色
があせたりすることがあります。

■■ 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してく
ださい。
端子が汚れていると接触が悪くなり、電
源が切れたり充電不十分の原因となった
りしますので、端子を乾いた綿棒などで
拭いてください。また、清掃する際には
端子の破損に十分ご注意ください。
■■ エアコンの吹き出し口の近くに置かない
でください。
急激な温度の変化により結露し、内部が
腐食し故障の原因となります。
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■■ 本端末や電池パックなどに無理な力がか
からないように使用してください。
多くのものが詰まった荷物の中に入れた
り、衣類のポケットに入れて座ったりす
るとディスプレイ、内部基板、電池パッ
クなどの破損、故障の原因となります。
また、外部接続機器をmicroUSB接続端
子やイヤホンマイク端子に差した状態の
場合、破損、故障の原因となります。
■■ ディスプレイは金属などで擦ったり引っ
かいたりしないでください。
傷つくことがあり、故障、破損の原因と
なります。
■■ 対応の各オプション品に添付されている
個別の取扱説明書をよくお読みください。

本端末についてのお願い
■■ ディスプレイの表面を強く押したり、爪
やボールペン、ピンなど先の尖ったもの
で操作したりしないでください。
ディスプレイが破損する原因となります。
■■ 極端な高温、低温は避けてください。
温 度 は5 ℃ ～ 35 ℃、 湿 度 は45% ～
85%の範囲でご使用ください。
■■ 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお
使いになっている近くで使用すると、悪
影響を及ぼす原因となりますので、なる
べく離れた場所でご使用ください。
■■ お客様ご自身で本端末に登録された情報
内容は、別にメモを取るなどして保管し
てくださるようお願いします。
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
いかねますのであらかじめご了承ください。
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■■ 本端末を落としたり、衝撃を与えたりし
ないでください。
故障、破損の原因となります。
■■ microUSB接続端子やイヤホンマイク端
子に外部接続機器を接続する際に斜めに
差したり、差した状態で引っ張ったりし
ないでください。
故障、破損の原因となります。
■■ 使用中、充電中、本端末は温かくなりま
すが、異常ではありません。そのままご
使用ください。
■■ カメラを直射日光の当たる場所に放置し
ないでください。
素子の退色・焼付きを起こす場合があり
ます。
■■ リアカバーを外したまま使用しないでく
ださい。
電池パックが外れたり、故障、破損の原
因となったりします。

■■ microSDカードの使用中は、microSD
カードを取り外したり、本端末の電源を
切ったりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。
■■ 磁気カードなどを本端末に近づけないで
ください。
キャッシュカード、クレジットカード、テレ
ホンカード、フロッピーディスクなどの磁気
データが消えてしまうことがあります。
■■ 本端末に磁気を帯びたものを近づけない
でください。
強い磁気を近づけると誤動作の原因とな
ります。
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電池パックについてのお願い
■■ 電池パックは消耗品です。
使用状態などによって異なりますが、十分
に充電しても使用時間が極端に短くなった
ときは電池パックの交換時期です。指定の
新しい電池パックをお買い求めください。
■■ 充電は、適正な周囲温度（5℃～ 35℃）
の場所で行ってください。
■■ 電池パックの使用時間は、使用環境や電
池パックの劣化度により異なります。
■■ 電池パックの使用条件により、寿命が近
づくにつれて電池パックが膨れる場合が
ありますが問題ありません。
■■ 電池パックを保管される場合は、次の点
にご注意ください。
• フル充電状態（充電完了後すぐの状態）

での保管
• 電池残量なしの状態（本端末の電源が入

らない程消費している状態）での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原
因となります。
保管に適した電池残量は、目安として電
池残量が40パーセント程度の状態をお
すすめします。

アダプタについてのお願い
■■ 充電は、適正な周囲温度（5℃～ 35℃）
の場所で行ってください。
■■ 次のような場所では、充電しないでくだ
さい。
• 湿気、ほこり、振動の多い場所
• 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの

近く
■■ 充電中、アダプタが温かくなることがあ
りますが、異常ではありません。そのま
まご使用ください。
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■■ DCアダプタを使用して充電する場合は、
自動車のエンジンを切ったまま使用しな
いでください。
自動車のバッテリーを消耗させる原因と
なります。
■■ 抜け防止機構のあるコンセントをご使用
の場合、そのコンセントの取扱説明書に
従ってください。
■■ 強い衝撃を与えないでください。また、
充電端子を変形させないでください。
故障の原因となります。

ミッキーウィンドウカバーについ
てのお願い
■■ 水をかけないでください。
ミッキーウィンドウカバーの表面には撥
水加工を施しており、一定の防水性能を
有しておりますが、完全防水ではありま
せん。風呂場などの湿気の多い場所での
ご使用や、雨などがかかることはおやめ
ください。また身に付けている場合、汗
による湿気により内部が腐食し故障の原
因となります。
■■ ミッキーウィンドウカバーが汗や水を含
んだ場合には、柔らかい布などで軽く拭
き、陰干しを行ってください。
■■ ご利用頻度により色落ちや毛羽立ちする
場合があります。
■■ ご利用環境により、おサイフケータイの
ご利用に影響がでる場合があります。
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■■ 製品内部に磁石を使用しているため、磁
気カードなどをミッキーウィンドウカ
バーに近づけないでください。
キャッシュカード、クレジットカード、
テレホンカード、フロッピーディスクな
どの磁気データが消えてしまうことがあ
ります。

ドコモnanoUIMカードについて
のお願い
■■ ドコモnanoUIMカードの取り付け／取
り外しには、必要以上に力を入れないで
ください。
■■ 他のICカードリーダー／ライターなどに
ドコモnanoUIMカードを挿入して使用
した結果として故障した場合は、お客様
の責任となりますので、ご注意ください。
■■ IC部分はいつもきれいな状態でご使用く
ださい。
■■ お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね
拭きなど）で拭いてください。
■■ お客様ご自身で、ドコモnanoUIMカードに
登録された情報内容は、別にメモを取るな
どして保管してくださるようお願いします。
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
いかねますのであらかじめご了承ください。
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■■ 環境保全のため、不要になったドコモ
nanoUIMカードはドコモショップなど
窓口にお持ちください。
■■ ICを傷つけたり、不用意に触れたり、
ショートさせたりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。
■■ ドコモnanoUIMカードを落としたり、
衝撃を与えたりしないでください。
故障の原因となります。
■■ ドコモnanoUIMカードを曲げたり、重
いものをのせたりしないでください。
故障の原因となります。
■■ ドコモnanoUIMカードにラベルやシー
ルなどを貼った状態で、本端末に取り付
けないでください。
故障の原因となります。

Bluetooth®機能を使用する場合
のお願い
■■ 本端末は、Bluetooth®機能を利用した通
信時のセキュリティとして、Bluetooth®

標準規格に準拠したセキュリティ機能に
対応しておりますが、設定内容などによっ
てセキュリティが十分でない場合があり
ます。Bluetooth®機能を利用した通信
を行う際にはご注意ください。
■■ Bluetooth®機能を利用した通信時に
データや情報の漏洩が発生しましても、
責任を負いかねますので、あらかじめご
了承ください。
■■ 周波数帯について
本端末のBluetooth®機能／無線LAN機
能が利用する周波数帯は、端末本体の電
池パック挿入部に記載されています。ラ
ベルの見かたは次のとおりです。
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2.4FH1/DS4/OF4

2.4：2400MHz帯を利用する無線設備
を表します。

FH/DS/OF：  変調方式がFH-SS、DS-
SS、OFDM方式であるこ
とを示します。

1： 想定される与干渉距離が10m以下で
あることを示します。

4： 想定される与干渉距離が40m以下で
あることを示します。

：2400MHz ～ 2483.5MHz
の全帯域を利用し、かつ移動
体識別装置の帯域を回避可能
であることを意味します。

利用可能なチャネルは国により異なります。
航空機内の利用は、事前に各航空会社へ
ご確認ください。

■■ Bluetooth®機器使用上の注意事項
本端末の利用周波数帯では、電子レンジ
などの家電製品や産業・科学・医療用機
器のほか、工場の製造ラインなどで利用
される免許を要する移動体識別用構内無
線局、免許を要しない特定小電力無線局、
アマチュア無線局など（以下「他の無線局」
と略します）が運用されています。

1. 本端末を使用する前に、近くで「他
の無線局」が運用されていないこと
を確認してください。

2. 万が一、本端末と「他の無線局」と
の間に電波干渉が発生した場合に
は、速やかに利用場所を変えるか、

「電源を切る」など電波干渉を避け
てください。

3. その他、ご不明な点につきましては、
裏表紙の「総合お問い合わせ先」ま
でお問い合わせください。
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無線LAN（WLAN）についての
お願い
■■ 無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情
報のやり取りを行うため、電波の届く範囲
であれば自由にLAN接続できる利点があ
ります。その反面、セキュリティの設定を
行っていないときは、悪意ある第三者に通
信内容を盗み見られたり、不正に侵入され
たりする可能性があります。お客様の判断
と責任において、セキュリティの設定を行
い、利用することを推奨します。
■■ 無線LANについて
電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯
びているところや電磁波が発生している
ところで利用しないでください。
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が

大きくなったり、通信ができなくなったり
することがあります（特に電子レンジ使用
時には影響を受けることがあります）。

 - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の
原因となったり、テレビ画面が乱れたり
することがあります。

 - 近くに複数の無線LANアクセスポイント
が存在し、同じチャネルを利用している
と、正しく検索できない場合があります。

 - WLANを海外で利用する場合、ご利用
の国によっては利用場所などが制限され
ている場合があります。その場合は、そ
の国の使用可能周波数、法規制などの条
件を確認の上、ご利用ください。

■■ 2.4GHz機器使用上の注意事項
WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電
子レンジなどの家電製品や産業・科学・
医療用機器のほか工場の製造ラインなど
で使用されている移動体識別用の構内無
線局（免許を要する無線局）および特定
小電力無線局（免許を要しない無線局）
ならびにアマチュア無線局（免許を要す
る無線局）が運用されています。
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1. この機器を使用する前に、近くで移
動体識別用の構内無線局および特定
小電力無線局ならびにアマチュア無
線局が運用されていないことを確認
してください。

2. 万が一、この機器から移動体識別用
の構内無線局に対して有害な電波干
渉の事例が発生した場合には、速や
かに使用周波数を変更するかご利用
を中断していただいた上で、裏表紙
の「総合お問い合わせ先」までお問
い合わせいただき、混信回避のため
の処置など（例えば、パーティショ
ンの設置など）についてご相談くだ
さい。

3. その他、この機器から移動体識別用
の特定小電力無線局あるいはアマ
チュア無線局に対して電波干渉の事
例が発生した場合など何かお困りの
ことが起きたときは、裏表紙の「総
合お問い合わせ先」までお問い合わ
せください。

■■ 5GHz機器使用上の注意事項
本端末は、5GHzの周波数帯において、
5.2GHz帯（W52）、5.3GHz帯（W53）、
5.6GHz帯（W56）の3種類の帯域を使
用できます。
• W52 
（5.2GHz帯／ 36、40、44、48ch）

• W53 
（5.3GHz帯／ 52、56、60、64ch）

• W56 
（5.6GHz帯／ 100、104、108、
112、116、120、124、128、
132、136、140ch）

5.2GHz帯および5.3GHz帯（W52、
W53）の屋外使用は電波法により禁止さ
れています。
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FeliCaおよびNFCリーダー／ラ
イターについてのお願い
■■ 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー／
ライター ,■P2P機能は、無線局の免許を
要しない微弱電波を利用しています。
■■ 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲
で他のリーダー／ライター ,■P2P機能を
ご利用の場合、十分に離してお使いくだ
さい。
また、他の同一周波数帯を利用の無線局
が近くにないことを確認してお使いくだ
さい。
■■ 航空機内の利用は、事前に各航空会社へ
ご確認ください。ご利用の国によっては
利用が制限されている場合があります。
その国／地域の法規制などの条件を確認
の上、ご利用ください。

注意
■■ 改造された本端末は絶対に使用しないで
ください。改造した機器を使用した場合
は電波法／電気通信事業法に抵触します。■
本端末は、電波法に基づく特定無線設備の
技術基準適合証明等に関する規則、および
電気通信事業法に基づく端末機器の技術基
準適合認定等に関する規則を順守してお
り、その証として「技適マーク  」が本
端末の銘板シールに表示されております。
本端末のネジを外して内部の改造を行った
場合、技術基準適合証明などが無効となり
ます。技術基準適合証明などが無効となっ
た状態で使用すると、電波法および電気通
信事業法に抵触しますので、絶対に使用さ
れないようにお願いいたします。
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■■ 自動車などを運転中の使用にはご注意く
ださい。
運転中に本端末を手で保持しての使用は
罰則の対象となります。
ただし、傷病者の救護または公共の安全
の維持など、やむを得ない場合は対象外
となります。
■■ FeliCaリーダー／ライター機能は日本国
内で利用してください。
本端末のFeliCaリーダー／ライター機能は
日本国内での無線規格に準拠しています。
海外でご利用になると罰せられることが
あります。
■■ 基本ソフトウェアを不正に変更しないで
ください。
ソフトウェアの改造とみなし故障修理を
お断りする場合があります。

防水／防塵性能
DM-01Gは、リアカバーをしっかり取り付
けた状態でIPX7※1の防水性能、IP6X※2の
防塵性能を有しています。
本端末はミッキーウィンドウカバー■L01を
装着した状態でもIPX7の防水性能、IP6X
の防塵性能を有します。ミッキーウィンドウ
カバー■L01の表面は、撥水加工を施してお
りますが、濡れた場合は、よく乾かしてご使
用ください。
※1 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水

の水深1mのところにDM-01Gを静か
に沈め、約30分間放置後に取り出し
たときに電話機としての機能を有する
ことを意味します。

※2 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径
75μm以下の塵埃（じんあい）が入っ
た装置に電話機を8時間入れてかくは
んさせ、取り出したときに電話機の内
部に塵埃が侵入しない機能を有するこ
とを意味します。
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DM-01Gが有する防水性能で
できること

• 雨の中で傘をささずに通話ができます（1
時間の雨量が20mm 程度）。

• 洗面器などに張った真水・常温（5℃～
35℃）の水道水に浸けて、静かに振り洗
いできます。
 - リアカバー／ミッキーウィンドウカバー

を取り付けてください。
 - 洗うときは、ブラシやスポンジ、せっけ

ん、洗剤などは使用しないでください。
 - 洗ったあとは、表面を乾いた布でよく拭い

て、水抜きを行ってください。→ P47
• プールサイドで使用できます。ただし、プー

ルの水をかけたり、プールの水に浸けたり
しないでください。

ご使用にあたって
防水／防塵性能を維持するために、必ず次の
点を確認してください。
• リアカバー／ミッキーウィンドウカバーを

しっかりと閉じてください。接触面に微細
なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊
維など）が挟まると、水や粉塵が入る原因
となります。

• リアカバー／ミッキーウィンドウカバーが
浮いていないように完全に閉じたことを確
認してください。

• ストラップを取り付けた状態で、強く外側
に引っ張らないでください。リアカバー／
ミッキーウィンドウカバーが浮き上がり、
防水／防塵性能が維持できなくなる可能性
があります。
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リアカバーの取り付けかた

a	リアカバーの向きを確認して、本
体に合わせるように装着し、〇■部
分をしっかりと押して取り付ける
• 本端末との間にすき間がないことを確

認してください。

リアカバーの取り外しかた

a	リアカバー横のミゾに指先をかけ
て、矢印の方向へ持ち上げて取り
外す

ミゾ
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ミッキーウィンドウカバーの取り
付けかた

a	ミッキーウィンドウカバーのリアカ
バー部と本端末の向きを確認して、
本体に合わせるように装着し、〇■
部分をしっかりと押して取り付ける
• 本端末との間にすき間がないことを確

認してください。

Disney

リアカバー部

フリップ部

※ リアカバー部の裏面のシールは、はがさ
ないでください。シールをはがすと、お
サイフケータイをご利用いただけません。

ミッキーウィンドウカバーの取り
外しかた

a	ミッキーウィンドウカバーのリア
カバー部横のミゾに指先をかけて、
矢印の方向へ持ち上げて取り外す

ミゾ

防水／防塵性能を維持するため、異常の
有無に関わらず、2年に1回、部品の交換
をおすすめします。部品の交換は端末を
お預かりして有料にて承ります。ドコモ
指定の故障取扱窓口にお持ちください。
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注意事項
次のイラストのように、常温の水以外の液体
などをかけたり浸けたりしないでください。
＜例＞

せっけん／
洗剤／入浴剤

 海水

プール 温泉 砂／泥

また、次の注意事項を守って正しくお使いく
ださい。
■■ 本端末について
• 落下させたり、強い衝撃を与えたりし

ないでください。ひび割れや傷の発生
などにより、防水／防塵性能の劣化を
招く恐れがあります。

• お湯に浸けたり、サウナで使用したり、
ドライヤーなどの温風を当てたりしな
いでください。

• 水滴が付着したまま放置しないでくだ
さい。外部接続端子がショートする恐
れがあります。また、寒冷地では、本
端末が凍結し、故障の原因となります。

• 結露防止のため、寒い場所から暖かい
場所へは、本端末が常温になってから
持ち込んでください。

• 水中で本端末を使用しないでください。
• 濡れている状態で絶対に充電しないで

ください。
• 洗濯機などで洗わないでください。
• 本端末は水に浮きません。
• 砂浜などの上に直接置かないでください。

 - 受話口（レシーバー）や送話口（マ
イク）、サブマイク、スピーカー、イ
ヤホンマイク端子などに砂などが入
り、音が小さくなる恐れがあります。
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 - microUSB接続端子、イヤホンマイ
ク端子の穴などに砂などが入り、防
水性能が損なわれることがあります。

 - 水滴や砂などが付着したままご使用に
なると、音が割れる場合があります。

• 受話口（レシーバー）や送話口（マイク）、
サブマイク、スピーカー、イヤホンマイ
ク端子、microUSB接続端子を尖った
ものでつつかないでください。防水／防
塵性能が損なわれることがあります。

• 受話口（レシーバー）や送話口（マイク）、
サブマイク、スピーカー、イヤホンマ
イク端子に水滴を残さないでください。
通話不良となる恐れがあります。

• microUSB接続端子、イヤホンマイク端
子に水滴を残さないでください。ショー
トする恐れがあります。

■■ リアカバー／ミッキーウィンドウカバー
について
• リアカバー／ミッキーウィンドウカ

バーのゴムパッキンは防水／防塵性能
を維持する上で重要な役割を担ってい
ます。はがしたり傷つけたりしないで
ください。また、ゴミが付着しないよ
うにしてください。

• リアカバー／ミッキーウィンドウカ
バーのゴムパッキンが傷ついたり、変
形したりした場合は、ドコモ指定の故
障取扱窓口へご連絡ください。

• リアカバー／ミッキーウィンドウカバー
の隙間に、先の尖ったものを差し込まな
いでください。ゴムパッキンが傷つき、
水や粉塵が入る原因となります。

• リアカバー／ミッキーウィンドウカ
バーを開閉するときは、ゴムパッキン
に無理な力を加えないように注意して
ください。
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• 手が濡れているときや本端末に水がつ
いているときには、リアカバー／ミッ
キーウィンドウカバーの取り付け／取
り外しはしないでください。

• リアカバー／ミッキーウィンドウカ
バーが破損した場合は、リアカバー／
ミッキーウィンドウカバーを交換して
ください。

• リアカバー／ミッキーウィンドウカ
バーが破損した場合、または開いてい
る状態で水などの液体がかかった場合、
内部に液体が入り、感電や故障の原因
となります。そのまま使用せずに電源
を切り、電池パックを外した状態でド
コモ指定の故障取扱窓口へご連絡くだ
さい。

■■ その他
• 付属品、オプション品は防水／防塵性

能を有しておりません。
• 実際の使用にあたって、すべての状況

の動作を保証するものではありません。
また、調査の結果、お客様の取り扱い
の不備による故障と判明した場合、保
証の対象外となります。



47目次／注意事項

水に濡れたときの水抜きについて
本端末を水に濡らした場合、必ず下記の手順
で水抜きを行ってください。
• 水滴が付着していると、スピーカーなどの

音量が小さくなり、音質が変化する場合が
あります。

a	本端末表面の水分を乾いたきれい
な布でよく拭き取る

b	本端末をしっかりと持ち、各面を20
回程度、水滴が飛ばなくなるまで振る
• 本端末に水滴が付着していないことを

目視で確認してください。
スピーカーの水抜きのために
スピーカーを上にして振る
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c	乾いたきれいな布に本端末を軽く
押し当て、受話口（レシーバー）
や送話口（マイク）、サブマイク、
スピーカー、イヤホンマイク端子、
microUSB接続端子、キーなどの
隙間に入った水分を拭き取る
• 隙間に溜まった水分を綿棒などで直接

拭き取らないでください。

d	本端末から出てきた水分を乾いた
きれいな布などで十分に拭き取り、
しばらく自然乾燥させる
• 水を拭き取ったあとに本体内部に水滴

が残っている場合は、水が染み出るこ
とがあります。

充電のときには
付属品、オプション品は防水／防塵性能を有
していません。充電時、および充電後には必
ず次の点を確認してください。
• 本端末が濡れていないか確認してくださ

い。本端末が濡れている状態では、絶対に
充電しないでください。

• 濡れた手でACアダプタに触れないでくだ
さい。感電の原因となります。

• ACアダプタは、風呂場、シャワー室、キッ
チン、洗面所などの水周りや水のかかる場
所で使用しないでください。火災や感電の
原因となります。
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ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能

f

e

a b cd

g

h

a 受話口（レシーバー）
b 近接センサー※1 ／照度センサー※2■

（一体型）
c フロントカメラ
d 通知LEDライト
e Hall-ICセンサー※3

f ディスプレイ（タッチスクリーン）
g 送話口（マイク）
h ストラップホルダー
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DM-01G
Disney

l m

u

v

x

t

j

w

ok n

p

r

q

s

i

y

i イヤホンマイク端子
j サブマイク

• スピーカーホンを利用する場合に使用
します。

k レーザーオートフォーカスセンサー
l サブアンテナ部※4

m メインカメラ
n フラッシュ
o Bluetooth® ／Wi-Fi®アンテナ部※4

p GPS／サブアンテナ部※4

q 音量キー（上）
r 電源キー
s 音量キー（下）
t サブアンテナ部※4

u ■マーク
v リアカバー※5

w スピーカー
x FOMA／Xiアンテナ部※4

y microUSB接続端子
• 市販のSlimPort対応のケーブルが使

用できます。
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※1 タッチスクリーンのONとOFFを切り
替えて、通話中に顔がタッチスクリーン
に触れても誤動作しないようにします。

※2 周囲の明るさを検知して、画面の明る
さを自動調整します。

※3 ミッキーウィンドウカバーの開閉を認
識するためのセンサーです。

※4 アンテナは本体に内蔵されています。
アンテナ付近を手で覆うと品質に影響
を及ぼす場合があります。

※5 リアカバーの裏面のシールは、はがさ
ないでください。シールをはがすと、
おサイフケータイをご利用いただけま
せん。

お知らせ

• 各センサー部分にシールなどを貼らな
いでください。

ドコモnanoUIMカード
ドコモnanoUIMカードとは、お客様の電話番
号などの情報が記憶されているICカードです。
• 本端末では、ドコモnanoUIMカードのみ

ご利用できます。ドコモminiUIMカード、
ドコモUIMカード、FOMAカードをお持
ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお
取り替えください。

• ドコモnanoUIMカードが取り付けられて
いないと、本端末で電話の発着信やメール
の送受信、データ通信などの機能が利用で
きません。

• 日本国内では、ドコモnanoUIMカードを
取り付けないと緊急通報番号（110番、
119番、118番）に発信できません。

• ドコモnanoUIMカードの取り付け／取り
外しは、必ず本端末の電源を切ってから
行ってください。充電している場合はAC
アダプタから取り外してください。
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• ドコモnanoUIMカードについて詳しくは、
ドコモnanoUIMカードの取扱説明書をご
覧ください。

ドコモnanoUIMカードを取り付ける

a	リアカバーを取り外す（P42）
b	電池パックを取り外す（P55）
c	ドコモnanoUIMカードのIC面を下に
して、矢印の向きにドコモnanoUIM
カードスロットの奥まで差し込む

ドコモnanoUIM
カードスロット

切り欠き

IC

ドコモnanoUIMカードを取り外す

a	リアカバーを取り外す（P42）
b	電池パックを取り外す（P55）
c	microSDカードを矢印の向きに
まっすぐ引き出す
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d	ドコモnanoUIMカードスロット
奥のミゾに指先をかけて、ドコモ
nanoUIMカードを矢印の向きに
押し出す（a）

e	ドコモnanoUIMカードを矢印の
向きにまっすぐ引き出す（b）

ミゾ

b

a

お知らせ

• ドコモnanoUIMカードを取り扱うとき
は、ICに触れたり、傷つけないように
ご注意ください。

• ドコモnanoUIMカードを無理に取り付
けたり取り外したりしようとすると、ド
コモnanoUIMカードが破損することが
ありますのでご注意ください。

• 取り外したドコモnanoUIMカードはな
くさないようご注意ください。
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電池パック
• 本端末専用の電池パック L24をご利用く

ださい。
• 電池パックやリアカバーの取り付け／取り

外しは、本端末の電源を切って、ディスプ
レイなどが傷つかないよう、手に持って
行ってください。

• リアカバーの取り付け／取り外しは、無理
な力を入れて曲げたり、ねじったりしない
でください。リアカバーが破損することが
あります。

電池パックを取り付ける

a	リアカバーを取り外す（P42）
b	電池パックの■ ■がある面を上にし
て、本端末の凸部分を電池パック
の凹み部分に確実に合わせ、aの
方向へ押し付けながら、bの方向
へ押し込む

凹み部分

凸部分

a

b
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電池パックを取り外す

a	リアカバーを取り外す（P42）
b	本端末の凹み部分を利用して電池
パックに指先をかけて、矢印の方
向へ持ち上げて取り外す

凹み部分

充電

ACアダプタで充電する
ACアダプタ■05を使って充電する方法を説
明します。
• ACアダプタ 05（別売）について詳しくは、

ACアダプタ 05の取扱説明書をご覧くだ
さい。

microUSBプラグ

通知LED
ライト

ACアダプタ
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a	本端末のmicroUSB接続端子に、
ACアダプタのmicroUSBプラグ
をBの刻印面を上にして水平に差
し込む

b	ACアダプタの電源プラグを起こ
し、コンセントに差し込む
• 充電中は、本端末の通知LEDライトが赤

色に点灯し、明暗が繰り返されます。
• 充電が完了すると、通知LEDライトが

緑色に点灯し、充電完了音が鳴り、  
が表示されます。

c	充電が完了したら、ACアダプタ
の電源プラグをコンセントから引
き抜く

d	本端末からACアダプタのmicro■
USBプラグを水平に引き抜く

パソコンで充電する
本端末とパソコンをmicroUSB接続ケーブ
ル■01（別売）で接続すると、本端末をパソ
コンから充電できます。

a	本端末のmicroUSB接続端子に、
microUSB接続ケーブル■01の
microUSBプラグを差し込む
• microUSBプラグは、Bの刻印面を上

にして水平に差し込んでください。

b	microUSB接続ケーブル■01の
USBプラグをパソコンのUSB
ポートに差し込む
• パソコン側でデバイスドライバのイン

ストールを要求される場合があります
が、キャンセルしてください。

• 本端末に「プログラムのインストール」
画面が表示された場合は「キャンセル」
をタップします。
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c	充電が終わったら、microUSB接
続ケーブル■01のUSBプラグをパ
ソコンのUSBポートから引き抜く

d	microUSB接続ケーブル■01の
microUSBプラグを本端末から引
き抜く

お知らせ

• パソコンの状態により、充電に時間が
かかる場合や充電できない場合があり
ます。

電源を入れる／切る

電源を入れる

a	電源キーを2秒以上押し続ける
• 本端末が振動し、 しばらくするとロッ

ク画面が表示されます。
• お買い上げ後に初めて本端末の電源を

入れたときは、画面の指示に従って初
期設定を行います（P65）。

電源を切る

a	電源キーを2秒以上押し続ける
b	「電源を切る」
c	「OK」
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画面ロックを解除する
電源を入れたときやディスプレイを表示させ
たときはタッチスクリーンはロックされてい
ます。

a	画面を上下左右のいずれかの方向
にスワイプする

お知らせ

• バックライト消灯中は、電源キーを押
してバックライトを点灯してください。

• 画面ロックを「タッチ」／「スワイプ」
に設定している場合は、画面ロックを
解除していない状態で、ステータスバー
を下にドラッグまたはスワイプして通
知パネルを開くことができます。

基本操作
本端末は、ディスプレイにタッチスクリーン
を採用しており、スクリーンに触れることで
さまざまな操作を行うことができます。

タッチスクリーンの操作
タッチスクリーンでは以下の操作ができます。
■タップ ：画面に軽く触れる
■ダブルタップ：画面に2度続けて軽く触

れる
■ロングタッチ：画面に1秒以上触れる
■スワイプ ：画面を軽くなぞる

• スワイプすると画面が
スクロールします。
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■ドラッグ ：画面に触れたままなぞっ
て指を離す
• アイコンやウィジェッ

トなどを移動できます。
■フリック ：画面に触れて指をすばや

く払う
• フリックすると画面が

高速でスクロールしま
す。スクロール中に画
面に触ると、スクロー
ルが停止します。

■ピンチアウト：2本の指で画面に触れ、触
れたまま指の間を広げる
• ピンチアウトすると画

面が拡大表示されます。

■ピンチイン ：2本の指を開いて画面に
触れ、触れたままつまむ
ように指を近づける
• ピンチインすると画面

が縮小表示されます。
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画面の表示方向を自動的に切り替
える

本端末を横向き／縦向きにすると、自動的に
横画面表示／縦画面表示に切り替わるように
設定できます。
• 表示中の画面によっては、本端末の向きを

変えても表示方向が切り替わらない場合が
あります。

• 本端末が地面に対して水平に近い状態で向
きを変えても、横画面表示／縦画面表示は
切り替わりません。

a	ホーム画面で「アプリ」■u■「設定」■
u■「表示」

b	「縦横表示の自動回転」にチェック
マークを付ける

スクリーンショットを撮る
表示している画面を画像として保存できま
す。

a	電源キーと音量キー（下）を同時
に1秒以上押し続ける
• 撮影したスクリーンショットは、「ギャ

ラリー」の「Screenshots」で見る
ことができます。

• テレビ（フルセグ／ワンセグ）画面など、
画面によっては画像を保存できない場
合があります。
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文字入力
本端末では、タッチスクリーンに表示される
ソフトウェアキーボードで文字を入力するこ
とができます。

ソフトウェアキーボードでの文字
入力

画面上のテキストボックスをタップすると、
タッチスクリーンにソフトウェアキーボード
が表示されます。
本端末では、10キーキーボードとQWERTY
キーボード、手書き入力の3種類のソフトウェ
アキーボードを切り替えて使用できます。
■をタップすると、文字種の変更など、入

力操作の切り替えができます。

■● 10キーキーボード
一般の携帯電話のような入力方法（マル
チタップ方式）のキーボードです。入力
したい文字が割り当てられているキーを、
目的の文字が入力されるまで数回タップ
します。

e

f

g

h

a

b

c

d



62 ご使用前の確認と設定

■● QWERTYキーボード
パソコンのキーボードと同じ配列のキー
ボードです。日本語をローマ字で入力し
ます。

i

d
c

e

h
f
b

j

g

a

a 音声入力キー／キーボードタイプキー／
手書き入力キー／クリップボードキー／
設定キー／逆順キー
• 音声入力モードに切り替わります。
• ロングタッチすると、キーボード機能

ボタンパネルが表示されます。

 -  をタップすると、音声入力モード
に切り替わります。音声入力を使用
しない設定の場合には表示されませ
ん。

 -  （QWERTYキーボード時）／ 
 （10キーキーボード時）をタッ

プすると、「10キーキーボード」／
「QWERTYキーボード」に切り替え
ることができます。

 -  をタップすると、手書き入力キー
ボードを表示します。

 -  をタップすると、クリップボード
を表示します。

 -  をタップすると、「LG日本語キー
ボード」メニューを表示します。「キー
ボード設定」で音声入力キーを非表
示にできます。非表示にすると   
／  が表示されます。

※ 詳しい操作方法は、「キーボード設
定」の「ヘルプ」を参照してください。
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• 10キーキーボードの場合、文字を入
力すると  が表示されます。  を
タップすると、1つ前の文字を表示（逆
順）します。

b 左カーソルキー／十字キー
• 左へカーソルを移動します。
• 変換時は変換範囲を狭めます。
• ロングタッチすると十字キーモードに

切り替わります。
c 記号／英数カナキー

• 数字キーを表示します。もう一度タッ
プすると、絵文字／記号／顔文字／絵
文字Dリストを表示します。10キー
キーボードの場合、右にフリックして
も、絵文字／記号／顔文字／絵文字D
リストを表示することができます。

• 「英数カナ」と表示されているときは、
英数字またはカナの候補を表示します。

• ロングタッチすることで、入力拡張プ
ラグイン機能を使うことができます。

※ 入力拡張プラグイン機能をご利用になるに
は、「WnnDictionary」（辞書で検索する
機能）／「WnnBrowser」（URLに接続
する機能）／「WnnSearch」（Webで検
索する機能）のダウンロードが必要です。

d 文字種切替
• 入力（文字種）を切り替えます。
• ロングタッチすることで「入力言語」

と「キーボードスタイル」を選択でき
ます。
 -  （縦画面時）／  （横画面時）を

タップすると、「片手操作モード」／
「スプリットキーボード」に切り替え
ることができます。

 -  をタップすると、標準のキーボー
ドに戻ります。

e 削除キー
• カーソル位置の左の文字を削除します。
• ロングタッチすることで連続して削除

できます。
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f 右カーソルキー
• 右へカーソルを移動します。
• ロングタッチすることで連続移動しま

す。
• 変換時は変換範囲を広げます。

g スペース／変換キー
• スペースを入力します。
• ひらがな入力中は「変換」と表示され、

連文節変換候補リストを表示します。
h 確定／実行／改行／検索／次へ／完了
キー
• 入力文字／変換文字を確定します。
• すでに入力文字／変換文字が確定され

ている場合には、入力したテキストボッ
クスの機能（実行・改行・検索・次へ・
完了）を実行します。

i シフトキー
英字入力時、タップすると大文字キーと
小文字キーを切り替えることができます。

：小文字
：文頭だけ大文字
：全部大文字

j 句読点キー
• 句読点を入力します。
• ロングタッチすると、記号の一覧が表

示されます。
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初期設定

初めて電源を入れたときの設定
お買い上げ後、初めて本端末の電源を入れた
ときは、画面の指示に従って使用する言語や
Googleアカウントなどの設定、およびドコモ
サービスの初期設定を行います。
• ネットワークとの接続や設定の省略などに

よっては手順が異なります。

a	「ようこそ」画面で「次へ」
• 「日本語（日本）」をタップすると、言

語を変更できます。
• 以降は画面の指示に従って以下の設定

を行い、「次へ」をタップします。
- Wi-Fi®
- Googleアカウント
- Googleサービス
-  LGにログ情報の収集を許可するか 
 どうか

b	「ソフトウェアアップデート」画面
で「OK」

c	「ドコモサービスへようこそ」画面
で注意事項や利用規約などの内容
を確認し、「すべてのリンク先の内
容に同意する」にチェックマーク
を付ける■u■「設定をはじめる」
• 以降は画面の指示に従って以下の設定

を行い、「進む」をタップします。
- docomo ID
- ドコモクラウド
- ドコモアプリパスワード
- ドコモ位置情報
- 遠隔初期化※

-  アプリを一括インストールするか 
 どうか
※ ドコモアプリパスワードを設定して 

 いない場合は表示されません。
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d	「使いはじめる」
• ホーム画面の操作ガイドが表示された

場合、「以後表示しない」／「OK」をタッ
プするとホーム画面が表示されます。

お知らせ

• 設定した各機能は後から変更できるも
のもあります。

• オンラインサービスを設定する前に、
データ接続が可能な状態（LTE ／ 3G
／ GRPS）であることをご確認いただ
くか、Wi-Fi®ネットワークに接続され
ていることをご確認ください。

• Googleアカウントを設定しない場合で
も本端末をお使いになれますが、Gmail、
Google PlayなどのGoogleサービスが
ご利用になれません。

アクセスポイントを設定する
インターネットに接続するためのアクセスポ
イント（spモード）は、あらかじめ登録され
ており、必要に応じて追加、変更することも
できます。
spモードの詳細については、ドコモのホー
ムページをご覧ください。
mopera■U、ビジネスmoperaインターネッ
トをご利用する際は、手動でアクセスポイン
トを追加する必要があります。
mopera■Uの詳細については、mopera■U
のホームページをご覧ください。

アクセスポイントを追加で設定す
る＜新しいAPN＞

a	ホーム画面で「アプリ」■u■「設定」■
u■「その他…」■u■「モバイルネット
ワーク」■u■「アクセスポイント名」
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b	 ■u■「APNの追加」
c	「名前」■u■作成するネットワークプ
ロファイルの名前を入力■u■「OK」

d	「APN」■u■アクセスポイント名を
入力■u■「OK」

e	その他、通信事業者によって要求
されている項目を入力する

f	 ■u■「保存」

お知らせ

• MCCを440、MNCを10以外に変更
しないでください。画面上に表示され
なくなります。

• MCC、MNCの設定を変更して画面上
に表示されなくなった場合は、初期設
定にリセットするか、手動でアクセス
ポイントの設定を行ってください。

アクセスポイントを初期化する
アクセスポイントを初期化すると、お買い上
げ時の状態に戻ります。

a	ホーム画面で「アプリ」■u■「設定」■
u■「その他…」■u■「モバイルネット
ワーク」■u■「アクセスポイント名」

b	 ■u■「初期設定に戻す」■u■「はい」
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Wi-Fi®を設定する
本端末は、Wi-Fi®ネットワークや公衆無線
LANサービスのアクセスポイントに接続し
てインターネットなどを利用できます。接続
するには、アクセスポイントの接続情報を設
定する必要があります。

Wi-Fi®ネットワークに接続する

a	ホーム画面で「アプリ」■u■「設定」■
u■「Wi-Fi」
• 「Wi-Fiチュートリアル」画面が表示さ

れた場合は、「次へ」をタップしてチュー
トリアルを開始するか、「チュートリア
ルを終了する」をタップして「Wi-Fi」
画面を表示してください。

b	「Wi-Fi」をONにする

c	接続するWi-Fi®ネットワーク名を
タップする
• セキュリティで保護されたWi-Fi®ネッ

トワークに接続を試みると、そのWi-
Fi®ネットワークのセキュリティキーの
入力が求められます。「パスワード」ボッ
クスにネットワークのパスワードを入
力して「接続」をタップしてください。

• WPS対応のアクセスポイントに接続
するには、「Wi-Fi」画面で  u 「Wi-Fi
の詳細設定」 u 「接続（WPSボタン）」
／「接続（WPS PIN）」 u アクセスポ
イント側で操作を行います。
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お知らせ

• 「モバイルデータ切り替え」にチェック
マークを付けている場合、ステータス
バーにモバイルネットワークのアイコン
が表示されると、モバイルネットワーク
を使用していることを示し、パケット通
信料が発生しますのでご注意ください。 
モバイルデータ切り替えのポップアッ
プ画面が表示された場合、「以降表示し
ない」を選択し「確認」をタップすると、
注意のポップアップ画面が表示されな
くなります。以降、インターネット使
用が不可能な無線LANに接続すると、
モバイルネットワークに切り替わるた
め、パケット通信料が発生しますので
ご注意ください。

• インターネット接続されていないアクセ
スポイントに接続すると、  が表示さ
れ、Wi-Fi®ではなくモバイルネットワー
クで通信が行われる場合があります。

• Wi-Fi®機能がONのときもパケット通
信を利用できます。ただし、Wi-Fi®ネッ
トワークに接続中は、Wi-Fi®ネットワー
クが優先されます。Wi-Fi®ネットワー
クが切断された場合には、自動的に
LTE ／ 3G ／ GSMネットワークでの
接続に切り替わります。切り替わった
ままでご利用される場合は、パケット
通信料が発生する場合がありますので
ご注意ください。

• Wi-Fi®を使用しないときはOFFにする
ことで、電池の消費を抑制できます。

• ドコモサービスをWi-Fi®経由で利用す
る場合は「docomo ID」の設定が必要
です。 
ホーム画面で「アプリ」 u 「設定」 u 

「ドコモのサービス／クラウド」 u 
「docomo ID設定」をタップして設定し
ます。
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ホーム画面

ホーム画面の見かた

a

c

d

b

e

a ウィジェット
b マチキャラ
c アプリ
d ホーム画面の現在位置を表示

左右にフリックして表示を切り替えま
す。

e ドック
ホーム画面を切り替えても常に表示さ
れます。
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ホーム画面の管理

ホーム画面の追加

a	ホーム画面でピンチインする
• ホーム画面一覧が表示されます。

b	「+」
• 最大7画面まで追加できます。

お知らせ

• 削除するホーム画面をロングタッチす
る u 画面上部の「削除」までドラッグ
すると、ホーム画面を削除することが
できます。

アプリやウィジェットなどの追加

a	ホーム画面で、アプリのアイコン
やウィジェットなどがない領域を
ロングタッチする

b	「アプリ」または「ウィジェット」
をタップする

c	追加するアプリのアイコンまたは
ウィジェットをタップする
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アプリやウィジェットなどの移動

a	ホーム画面で、移動するアプリの
アイコンまたはウィジェットをロ
ングタッチする

b	移動先までドラッグする

お知らせ

• 画面の右端または左端にドラッグする
と、別のホーム画面の領域に移動する
ことができます。

アプリやウィジェットなどのホー
ム画面からの削除

a	ホーム画面で、削除するアプリの
アイコンまたはウィジェットをロ
ングタッチする

b	画面上部の「削除」までドラッグ
する
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壁紙の変更

a	ホーム画面で、アプリのアイコン
やウィジェットなどがない領域を
ロングタッチする

b	「壁紙」■u■「ギャラリー」／「フォト」
／「マルチフォト」／「ライブ壁
紙」、またはディズニー壁紙一覧か
らいずれかの壁紙をタップする
• 「ギャラリー」／「マルチフォト」／「ラ

イブ壁紙」を選択した場合は、必要に
応じて編集や画像の範囲の設定などを
してください。

ステータスバー
ステータスバーは画面上部に表示されます。
ステータスバーには本端末のステータスと通
知情報が表示されます。ステータスバーの左
側に通知アイコンが表示され、右側にステー
タスアイコンが表示されます。

ステータスバー
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主なステータスアイコン

電波レベル

圏外

■（灰色） Bluetooth®機能ON

■（白色） Bluetooth®デバイスに
接続中

国際ローミング使用中

 ／ 
3G使用可能／通信中

（待機中は矢印がグレー、
受送信中は矢印が白色）

 ／ 
LTE使用可能／通信中

（待機中は矢印がグレー、
受送信中は矢印が白色）

 ／ 

FOMAハイスピード／
HSDPA使用可能／通信中

（待機中は矢印がグレー、
受送信中は矢印が白色）

■／■ Wi-Fi®接続中／通信中

電池残量

充電が必要

 （点滅） 電池残量なし

充電中

機内モード設定中

ドコモnanoUIMカード
ロック状態、または 
ドコモnanoUIMカード
未挿入
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マナーモード（バイブ
レートのみ）

マナーモード（サイレン
ト）

アラーム設定中

Reader/Writer, P2P機
能ON

ハンズフリー通話中

データ同期中

本端末とドコモnanoUIM
カードにNFC ／おサイフ
ケータイ ロックを設定中

本端末またはドコモ
nanoUIMカードにNFC
／おサイフケータイ 
ロックを設定中

通知パネル
通知パネルでは、通知アイコンの内容を確認
したり、アプリの起動や機能のON／OFF
を行ったりすることができます。

通知パネルの見かた

a	ステータスバーを下にドラッグま
たはスワイプする
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ha

b

c

d

e

f

g
i

a 日付と時刻
日付と時刻を表示します。

b クイック設定アイコン欄
各種機能のON ／ OFFを切り替えます。
• ONの状態では水色、OFFの状態では

グレーで表示されます。
• 左右にスクロールすると、表示されて

いないアイコンを表示できます。
• ロングタッチすると、各機能の設定メ

ニュー画面が表示されます。
• 「編集」をタッチすると、アイコンのカ

スタマイズや並べ替えができます。
c Qスライドアプリ欄

タップしてQスライドアプリ（動画、イ
ンターネット、メッセージ、カレンダー、
Eメール、ファイルマネージャー、電卓）
を起動します。
• クイック設定アイコン欄で「Qスライ

ド」をタップすると表示されます。
d 画面の明るさ調整欄

スライドバーで画面の明るさを調整しま
す。
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• 「自動」をON（アイコンが水色の状態）
にすると、画面の明るさを自動で調整
します。

e 着信時の音量調整欄
着信時の音量を調整します。
•  をタップすると、音量設定のウィン

ドウが開きます。
f 通知情報

通知情報の詳細を表示します。
g 通信事業者名／SIMカードの事業者名

左には、現在接続中のネットワークの通
信事業者名が表示され、右には、ドコモ
nanoUIMカードから読み取った事業者
名が表示されます。

h 設定ボタン
「設定」画面が表示されます。

i 通知を消去
通知情報と通知アイコンの表示を消去し
ます。通知内容によっては通知を消去で
きない場合があります。

アプリ画面

アプリ画面の見かた

a	ホーム画面で「アプリ」
a b c d

e
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a 「アプリ」タブ
b 「ウィジェット」タブ
c 「検索」ボタン
d 「メニュー」ボタン
e アプリアイコン一覧

アプリの管理

アプリのホーム画面への追加

a	ホーム画面で「アプリ」
b	ホーム画面へ追加したいアプリの
アイコンをロングタッチする

c	そのまま追加したい位置までド
ラッグし、移動先で指を離す
• ホーム画面にアプリが追加されます。

ディズニーマーケット
ディズニーマーケットでは、さまざまな
「Disneyアプリ」やデコメ®などのコンテン
ツが無料でダウンロードできたり、ディズ
ニーおすすめの情報を見ることができます。

a	ホーム画面で「Disneyマーケット」
b	画面の指示に従って操作する

お知らせ

• ディズニーマーケットで提供している
コンテンツはウォルト・ディズニー・
ジャパン株式会社の提供サービスです。

• ディズニーマーケットのご利用には、
spモードの契約が必要です。

• 別途パケット通信料がかかります。
• ディズニーマーケット内には一部、有

料のコンテンツが含まれています。
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• ゲームの一部オプションをお楽しみいた
だくには有料になるアプリがあります。

• Disneyが提供するアプリ（プリインス
トールアプリを含む）をご利用いただ
くにはディズニーマーケットの会員登
録が必要です。

■■ ディズニーマーケットの登録、Disney
のアプリやコンテンツに関するお問い合
わせ先
• ディズニー・インターネットサービス・

カスタマーセンター 
0570-00-1937

• 営業時間：月～金　10:00-17:00 
（土・日・祝日・年末年始を除く）

※ PHS・一部のIP電話・国際電話からは 
045-522-1098 
またはお問い合わせフォーム 

（http://disney.jp/dmd/faq/）

ロック／セキュリティ

本端末で利用する暗証番号
本端末を便利にお使いいただくための各種機能
には、暗証番号が必要なものがあります。本
端末の画面ロック用パスワードやネットワーク
サービスでお使いになるネットワーク暗証番号
などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、
本端末を活用してください。
• 入力した画面ロック用PIN ／パスワード、

ネットワーク暗証番号、PINコード、PINロッ
ク解除コード（PUK）は、「・」で表示されます。
■■ 各種暗証番号に関するご注意
• 設定する暗証番号は「生年月日」「電話

番号の一部」「所在地番号や部屋番号」
「1111」「1234」などの他人にわかり
やすい番号はお避けください。また、設
定した暗証番号はメモを取るなどしてお
忘れにならないようお気をつけください。

http://disney.jp/dmd/faq/
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• 暗証番号は、他人に知られないように
十分ご注意ください。万が一暗証番号
が他人に悪用された場合、その損害に
ついては、当社は一切の責任を負いか
ねます。

• 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、
契約者ご本人であることが確認できる
書類（運転免許証など）や本端末、ド
コモnanoUIMカードをドコモショッ
プ窓口までご持参いただく必要があり
ます。詳しくは、裏表紙の「総合お問
い合わせ先」までご相談ください。

• PINロック解除コードは、ドコモショッ
プでご契約時にお渡しする契約申込書

（お客様控え）に記載されています。ド
コモショップ以外でご契約されたお客
様は、契約者ご本人であることが確認で
きる書類（運転免許証など）とドコモ
nanoUIMカードをドコモショップ窓口
までご持参いただくか、裏表紙の「総合
お問い合わせ先」までご相談ください。

■■ 画面ロック用PIN／パスワード
本端末の画面ロック機能を使用するため
の暗証番号です。
■■ ネットワーク暗証番号
ドコモショップまたはドコモ インフォ
メーションセンターや「お客様サポート」
でのご注文受付時に契約者ご本人を確
認させていただく際や各種ネットワーク
サービスご利用時などに必要な数字4桁
の番号です。ご契約時に任意の番号を設
定いただきますが、お客様ご自身で番号
を変更できます。
ネットワーク暗証番号の詳細については、
ドコモのホームページをご覧ください。
■■ PINコード
ドコモnanoUIMカードには、PINコー
ドという暗証番号を設定できます。この
暗証番号は、ご契約時は「0000」に設
定されていますが、お客様ご自身で番号
を変更できます。
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PINコードは、第三者によるドコモ
nanoUIMカードの無断使用を防ぐため、
ドコモnanoUIMカードを取り付ける、
または本端末の電源を入れるたびに使用
者を認識するために入力する4 ～ 8桁の
暗証番号です。PINコードを入力するこ
とにより、発着信および端末操作が可能
となります。
• 新しく本端末を購入されて、現在ご利

用中のドコモnanoUIMカードを差し
替えてお使いになる場合は、以前にお
客様が設定されたPINコードをご利用
ください。設定を変更されていない場
合は「0000」となります。

• PINコードの入力を3回連続して間違
えると、PINコードがロックされて使
えなくなります。この場合は、「PINロッ
ク解除コード」でロックを解除してく
ださい。

■■ PINロック解除コード（PUK）
PINロック解除コードは、PINコードが
ロックされた状態を解除するための8桁
の番号です。なお、PINロック解除コー
ドはお客様ご自身では変更できません。
• PINロック解除コードの入力を10回

連続して間違えると、ドコモnanoUIM
カードがロックされます。その場合は、
ドコモショップ窓口にお問い合わせく
ださい。
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PINコードを設定する
本端末の電源を入れたときにPINコードを
入力しないと使用できないように設定できま
す。

a	ホーム画面で「アプリ」■u■「設定」■
u■「セキュリティ」

b	「UIMカードのロック設定」
c	「UIMカードのロック」
d	PINコードを入力して「OK」

• 「UIMカードのロック」にチェックマー
クが付きます。

PINロックを解除する
PINコードの入力を3回連続間違えてPIN
コードがロックされた場合は、以下のように
操作します。

a	PINロック解除コード入力画面で
PINロック解除コードを入力して
「OK」
b	新たに設定するPINコードを入力
して「OK」

c	手順2で入力したものと同じPIN
コードを入力して「OK」
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電話

電話をかける

a	ホーム画面で「電話」■u■「ダイヤル」
タブ

b	電話番号を入力■u■
■■ビデオコールを発信する場合

 u 「ビデオコール」をタップします。

c	通話が終了したら「終了」

緊急通報

緊急通報 電話番号

警察への通報 110

消防・救急への通報 119

海上での通報 118

お知らせ

• 本端末は、「緊急通報位置通知」に対応
しております。
110番、119番、118番などの緊急
通報をかけた場合、発信場所の情報（位
置情報）が自動的に警察機関などの緊
急通報受理機関に通知されます。

電話／メール／ウェブブラウザ
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お客様の発信場所や電波の受信状況に
より、緊急通報受理機関が正確な位置
を確認できないことがあります。位置
情報を通知した場合には、画面に通報
した緊急通報受理機関の名称が表示さ
れます。なお、「184」を付加してダ
イヤルするなど、通話ごとに非通知と
した場合は、位置情報と電話番号は通
知されませんが、緊急通報受理機関が
人命の保護などの事由から、必要であ
ると判断した場合は、お客様の設定に
よらず、機関側が位置情報と電話番号
を取得することがあります。また、「緊
急通報位置通知」の導入地域／導入時
期については、各緊急通報受理機関の
準備状況により異なります。

• 本 端 末 か ら110番、119番、118
番通報の際は、携帯電話からかけて
いることと、警察・消防機関側から
確認などの電話をする場合があるた
め、電話番号を伝え、明確に現在地
を伝えてください。

また、通報は途中で通話が切れないよ
うに移動せず通報し、通報後はすぐに
電源を切らず、10分程度は着信のでき
る状態にしておいてください。

• かけた地域により、管轄の消防署・警
察署に接続されない場合があります。

• 日本国内では、ドコモnanoUIMカード
を取り付けていない場合や、PINコード
の入力画面およびPINロック解除コー
ド入力画面からは緊急通報110番、
119番、118番に発信できません。

• 着信拒否設定をONにした状態で緊急通
報110番、119番、118番に発信す
ると、着信拒否設定の項目がOFFに設
定されます。

• 一部のネットワークでは、緊急通報が
利用できない場合があります。

• ビデオコールでは緊急通報は利用でき
ません。
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電話を受ける

音声着信の場合

a	電話がかかってくる
• VoLTEの場合は、「（高音質）」と表示

されます。
• 伝言メモ録音：  u 「応答メッセージ

再生」
• 応答保留：  u 「応答保留」
• 着信音、バイブレートの動作をとめる：

電源キーまたは音量キー（上）／音量
キー（下）を押す

b	 ■u■「応答」
• 着信拒否：「拒否」
• 応答拒否：「拒否してSMS送信」 u 送

信したいメッセージをタップ

c	通話が終了したら「終了」

ビデオコール着信の場合

a	電話がかかってくる
• 「（高音質）」と表示されます。
• 応答拒否：  u 「拒否してSMS送信」
• 伝言メモ録音：  u 「応答メッセージ

再生」
• 応答保留：  u 「応答保留」
• 自分の画像を相手に送信しない：  u 
「カメラOFF応答」

• 着信音、バイブレートの動作をとめる：
電源キーまたは音量キー（上）／音量
キー（下）を押す

b	 ■u■「ビデオ応答」
• 音声で応答：  u 「音声応答」
• 着信拒否：「拒否」

c	通話が終了したら「終了」
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通話中の操作
通話中画面では次の操作ができます。
• 通話中に音量キー（上）／音量キー（下）を

押すと、通話音量を調節することができます。

音声通話の場合

d

e

c

g

f

h

i

j

b

a

a 高音質表示
VoLTEを利用した高音質通話の場合に表
示されます。

b 名前と電話番号
c 終了

通話を終了します。
d ダイヤルキー

ダイヤルパッドを表示してプッシュ信号
（DTMFトーン）を送信します。

e 保留※1

通話を一時保留にします。
f 通話を追加※2

別の相手に電話をかけます。
g 通話時間
h ミュート※1

自分の声が相手に聞こえないようにします。
i スピーカー※1

相手の声をスピーカーから流して、ハン
ズフリーで通話します。
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j ビデオ切替
ビデオコールに切り替えます。

※1 もう一度タップするとタップ前の状態
に戻ります。

※2 キャッチホンのご契約が必要です。

ビデオコール通話の場合

d

c

e

b

f

h

g

a

a 高音質表示
VoLTEを利用した高音質通話の場合に表
示されます。

b 相手の画像
相手の設定によっては、代替画像が表示
されます。
• 相手の映像を受信できないときは  

が表示されます。
c 自分の画像
d カメラ切替

相手に送信する映像のカメラをフロント
カメラ／メインカメラで切り替えます。

e 終了
通話を終了します。

f メニュー
通話中画面のメニューを表示します。
•  u 「音声切替」をタップすると、音

声通話に切り替えます。



88 電話／メール／ウェブブラウザ

•  u 「ダイヤルキー」をタップすると、
カメラ機能をOFFにして、ダイヤル画
面を表示します。

•  u 「音声出力先切替」をタップする
と、音声の出力先を切り替えることが
できます。

•  u 「カメラOFF」をタップすると、
相手に映像が送信されなくなります。

•  u 「映像エリア切替」をタップする
と、「自分の画像」と「相手の画像」の
表示エリアが入れ替わります。

g 通話時間
h ミュート

自分の声が相手に聞こえないようにします。

お知らせ

• ビデオコール通話中に、映像部分をタッ
プすると、映像の全画面表示／全画面
解除を切り替えることができます。

• ビデオコール通話中に、アプリを「電話」
から切り替えた場合、相手に映像が送
信されなくなります。

• 音声通話中に、相手がビデオコールに
切り替えた場合は、ビデオコールへの
切り替えを確認するポップアップが表
示されます。「許可」をタップするとビ
デオコール通話中の画面になります。
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履歴
履歴画面では、発信履歴、着信履歴、不在着
信履歴を一覧で確認できます。
• 最大500件まで表示できます。

a	ホーム画面で「電話」■u■「履歴」タブ

自分の電話番号を表示する
ご利用の電話番号を確認できます。

a	ホーム画面で「アプリ」■u■「設定」■
u■「端末情報」■u■「ステータス」

メール

ドコモメール
ドコモのメールアドレス（@docomo.ne.jp）
を利用して、メールの送受信ができます。絵
文字、デコメール®の使用が可能で、自動受
信にも対応しております。
また、送受信したメールがドコモメールサー
バに保存されるため、端末紛失や機種変更時
にも簡単にメールが移行できます。さらに
docomo■IDを利用すれば、パソコンやタブ
レットなどでメールが利用できます。
ドコモメールの詳細については、ドコモの
ホームページをご覧ください。

a	ホーム画面で「ドコモメール」
• 以降は画面の指示に従って操作してく

ださい。
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SMS
携帯電話番号を宛先にしてテキストメッセー
ジを送受信できます。
※ 送受信できる文字数などの詳細について

は、ドコモのホームページの「ショート
メッセージサービス（SMS）」をご覧く
ださい。

a	ホーム画面で「アプリ」■u■「メッ
セージ」

Eメール
一般のプロバイダが提供するPOP3やIMAP
などに対応したEメールアカウントを設定し
て、Eメールの送受信ができます。

a	ホーム画面で「アプリ」■u■「Eメー
ル」■

Gmail
Gmailは、GoogleのオンラインEメール
サービスです。本端末のGmailを使用して、
Eメールの送受信が行えます。

a	ホーム画面で「Google」■u■「Gmail」

緊急速報「エリアメール」
気象庁から配信される緊急地震速報などを受
信することができるサービスです。
• エリアメールはお申し込みが不要の無料

サービスです。
• 最大50件保存できます。
• 電源が入っていない、機内モード中、国際

ローミング中、PINコード入力画面表示中
などは受信できません。また、本端末のメ
モリ容量が少ないときは受信に失敗するこ
とがあります。

• 受信できなかったエリアメールを後で受信
することはできません。
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緊急速報「エリアメール」を受信
したときは

エリアメールを受信すると、専用ブザー音ま
たは専用着信音が鳴り、ステータスバーに通
知アイコンが表示され、受信画面が表示され
ます。
• ブザー音・着信音は最大音量で鳴動します。

変更はできません。
• お買い上げ時は、マナーモード（バイブレー

トのみ、サイレント）設定中でもブザー音・
着信音が鳴ります。鳴動しないように設定
できます。（P92）

受信したエリアメールを表示する

a	ホーム画面で「アプリ」■u■「災害用キッ
ト」■u■「緊急速報「エリアメール」」
• 初めて起動したときは「ご利用にあたっ

て」が表示されるので、内容をよく読み、
「同意して利用する」をタップします。

b	いずれかのエリアメールをタップする

エリアメールを削除する

a	ホーム画面で「アプリ」■u■「災害用キッ
ト」■u■「緊急速報「エリアメール」」

b	削除したいエリアメールにチェック
マークを付ける■u■「削除」■u■「OK」
• すべてを選択するには「すべて選択」

をタップします。
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緊急速報「エリアメール」を設定
する

エリアメールを受信するかどうかや、着信時
の動作などを設定できます。

a	ホーム画面で「アプリ」■u■「災害用キッ
ト」■u■「緊急速報「エリアメール」」

b	 ■u■「設定」
c	必要に応じて設定を変更する

受信設定 エリアメールを受信するかど
うかを設定します。

着信音 ブザー音・着信音の鳴動時間、
マナーモード（バイブレートの
み、サイレント）時の動作を設
定します。

受信画面
および着
信音確認

緊急地震速報、津波警報、災害・
避難情報の受信画面とブザー
音・着信音を確認します。

ブラウザ
ブラウザを利用して、パソコンと同じように
ウェブページが閲覧できます。
本端末では、パケット通信またはWi-Fi®に
よる接続でブラウザを利用できます。

a	ホーム画面で「インターネット」
• ウェブページが表示されます。
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付録

輸出管理規制
本製品および付属品は、日本輸出管理規制
（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連
法令）の適用を受ける場合があります。また
米国再輸出規制（Export■Administration■
Regulations）の適用を受ける場合があり
ます。本製品および付属品を輸出および再輸
出する場合は、お客様の責任および費用負担
において必要となる手続きをお取りくださ
い。詳しい手続きについては経済産業省また
は米国商務省へお問合せください。

知的財産権

著作権・肖像権について
お客様が本製品を利用して撮影またはインター
ネット上のホームページからのダウンロードな
どにより取得した文章、画像、音楽、地図デー
タ、ソフトウェアなど第三者が著作権を有する
コンテンツは、私的使用目的の複製や引用など
著作権法上認められた場合を除き、著作権者に
無断で複製、改変、公衆送信などすることはで
きません。実演や興行、展示物などには、私的
使用目的であっても撮影または録音を制限して
いる場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本製品を利用して本人の同意
なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他
人の肖像を本人の同意なしにインターネット
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会社NTTドコモはライセンスを受けて使
用しています。その他の商標および名称は
それぞれの所有者に帰属します。

• Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi 
Allianceの登録商標または商標です。

• Microsoft®、Windows®、Windows 
Vista®、Windows Media®は、米国
Microsoft Corporationの米国およびその
他の国における商標または登録商標です。

• GoogleおよびGoogleロゴ、Android、
Google PlayおよびGoogle Playロゴ、
Googleマップ、Googleカレンダー、
Google+およびGoogle+ロゴ、Gmail
およびGmailロゴ、YouTubeおよび
YouTubeロゴは、Google, Inc.の商標ま
たは登録商標です。

上のホームページに掲載するなどして不特定
多数に公開することは、肖像権を侵害する恐
れがありますのでお控えください。

商標について
• 「Xi」「Xi ／クロッシィ」「FOMA」「ｉモード」
「ｉアプリ」「spモード」「デコメ®」「デコメー
ル®」「エリアメール」「公共モード」「mopera 
U」「ビジネスmopera」「おサイフケータイ」

「eトリセツ」「dメニュー」は（株）NTT
ドコモの商標または登録商標です。

• 「キャッチホン」は、日本電信電話株式会
社の登録商標です。

• microSDロゴ、microSDHCロゴ、
microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標
です。

• Bluetoothとそのロゴマークは、
Bluetooth SIG, INC.の登録商標で、株式
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作権その他の知的財産権が含まれます。利
用条件は、各コンテンツの利用規約をご覧
ください。Disney Mobileはディズニー
の登録商標です。

• 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront 
Browser、NetFront Document Viewer、
NetFront Sync Clientを搭載しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFront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。
Copyright © 2015 ACCESS CO., LTD. 
All rights reserved.
本製品の一部分にIndependent JPEG 
Groupが開発したモジュールが含まれて
います。

• その他本文中に記載されている会社名および
商品名は、各社の商標または登録商標です。

• HDMI（High-Definition Multimedia 
Interface）は、HDMI Licensing LLC 
の商標または登録商標です。

• Analogix、SlimPort®は、アナロジックス・
セミコンダクターの商標または登録商標で
す。その他すべての商標および商号は、各
所有者の財産です。

•  はフェリカネットワークス株式会社の
登録商標です。

• FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非
接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、
ソニー株式会社の登録商標です。

• 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会
社のiWnnを使用しています。
iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 
2008-2015 All Rights Reserved.

• Disney elements: © Disney
本体デザイン及び本体に内蔵されるコンテ
ンツには、ウォルト・ディズニー・ジャパ
ン株式会社及びその親会社並びにこれらの
関連会社（総称して「ディズニー」）の著
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• 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio 
Licenseに基づきライセンスされており、
お客様が個人的かつ非営利目的において以
下に記載する行為に係る個人使用を除いて
はライセンスされておりません。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画
（以下、MPEG-4ビデオ）を記録する場
合

 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費
者によって記録されたMPEG-4ビデオ
を再生する場合

 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供
者から入手されたMPEG-4ビデオを再
生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, LLC
にお問い合わせください。

•  T-1520095
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

その他
• 本書では各OS（日本語版）を次のように

略して表記しています。
 - Windows 8は、Microsoft® 

Windows® 8、Microsoft® Windows® 
8 Pro、Microsoft® Windows® 8 
Enterpriseの略です。

 - Windows 7は、Microsoft® 
Windows® 7（Starter、Home 
Basic、Home Premium、
Professional、Enterprise、
Ultimate）の略です。

 - Windows Vistaは、Windows Vista®

（Home Basic、Home Premium、
Business、Enterprise、Ultimate）
の略です。
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SIMロック解除
本端末はSIMロック解除に対応しています。
SIMロックを解除すると他社のSIMカード
を使用することができます。
• ご利用になれるサービス、機能などが制限

される場合があります。当社では、一切の
動作保証はいたしませんので、あらかじめ
ご了承ください。

• SIMロック解除の手続きの詳細について
は、ドコモのホームページをご確認くださ
い。

オープンソースソフトウェア通知
情報

本製品に搭載されているGPL、LGPL、
MPL、およびその他のオープンソースのラ
イセンスのもとで開発されたソースコード
を取得するには、http://opensource.lge.
com をご参照ください。
ソースコードをはじめ、該当するすべてのラ
イセンスの内容や著作権の表示、保障責任が
ないという表示をダウンロードできます。
本製品をお買い求めてから3年以内に、本
製品に搭載されているソフトウェアのオープ
ンソースコードをEメール（opensource@
lge.com）にてお求めになる場合、媒体の費
用や送料など、必要な最小限の費用をお支払
いいただいてから、CD-ROMにてご提供い
たします。

http://opensource.lge.com
http://opensource.lge.com


98

■■ 使用禁止の場所にいる場合
航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止
されている場所では、電源を切ってください。

マナーもいっしょに携帯しましょう
本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

こんな場合は公共モードに設定しましょう
■■ 運転中の場合
運転中に本端末を手で保持しての使用は
罰則の対象となります。
ただし、傷病者の救護または公共の安全
維持など、やむを得ない場合を除きます。

■■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所に
いる場合
静かにするべき公共の場所で本端末を使
用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう
■■ レストランやホテルのロビーなど静かな
場所で本端末を使用する場合は、声の大
きさなどに気をつけましょう。

■■ 街の中では、通行の妨げにならない場所
で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう
■■ カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。
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こんな機能が公共のマナーを守ります
かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。
■■ マナーモード（バイブレートのみ、サ
イレント）
操作音・着信音など本端末から鳴る音
を消します。
※ ただし、シャッター音は消せません。

■■ 公共モード（電源OFF）
電話をかけてきた相手に、電源を切る必
要がある場所にいる旨のガイダンスが流
れ、自動的に電話を終了します。

■■ バイブレート
電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

その他にも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。

ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品を問わず回収をしてい
ますので、お近くのドコモショップへお持ちください。
※ 回収対象：携帯電話、PHS、電池パック、充電器、卓上ホルダ（自社・

他社製品を問わず回収）

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

歩きながらのスマートフォンの使用はやめましょう
■■ 駅のホームや道路などで歩きながらス
マートフォンを使用すると、視野が極端
に狭くなり、接触事故の原因となります。

■■ スマートフォンを使用する際は、安全な
場所で立ち止まって使用するようにして
ください。
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オンラインでの各種お手続き・ご契約内容の確認など

■■ 本端末から
dメニュー u 「お客様サポート」 u 「ドコモオンライン手続き」
■■ パソコンから
My docomo（https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/） u 「住所や契約内容の変
更手続きがしたい」
■● システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
■●「ドコモオンライン手続き」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「docomo■ID ／
パスワード」が必要です。

https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/
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海外での紛失、盗難、故障および各種お問い合わせ先（24時間受付）

■■ ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話■
アクセス番号 -81-3-6832-6600＊（無料）

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※ DM-01Gからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります（「+」は「0」を

ロングタッチします）。

■■ 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用■
国際識別番号 -8000120-0151＊

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。
※ 主要国の国際電話アクセス番号／ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 

ドコモのホームページをご覧ください。
■● 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
■● お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口
へご持参ください。



総合お問い合わせ先
〈ドコモ インフォメーションセンター〉

故障お問い合わせ先

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにて
　お近くのドコモショップなどにお問い合わせください。
　ドコモホームページ https://www.nttdocomo.co.jp/

※一般電話などからはご利用になれません。

■ドコモの携帯電話からの場合

受付時間　24時間（年中無休）

※一般電話などからはご利用になれません。

■ドコモの携帯電話からの場合

受付時間　午前9:00～午後8:00（年中無休）

■一般電話などからの場合

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

■一般電話などからの場合

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

販売元　株式会社NTTドコモ
製造元　LG Electronics Inc.

'15.5 （1版）

（局番なしの）151（無料） （局番なしの）113（無料）

0120-800-000 0120-800-000

*MBM65115901*
詳しい操作説明は、DM-01Gに搭載されている「取扱説明書」アプリ（eトリセツ）をご覧ください。
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