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本書は、Android 10 へのメジャーアップデー
ト（OS 更新）後の内容について記載していま
す。最新版はauホームページに掲載の『設定ガ
イド』をご参照ください。
（https://www.au.com/support/service/
mobile/guide/manual/）
本書に記載している会社名、製品名は、各社の
商標または登録商標です。

SCV38

電源を入れた後に初期設定画面が表示された
ときは、表示に従って設定を行ってください。
※ 設定時の条件によっては、設定できる内容や画

面表示が異なる場合があります。

■■ STEP■START

１

「日本語」が表示されてい
ることを確認して［■ ■］

 ● 「日本語」をタップすると、使用する言
語を変更できます。

■■ パソコンなどで利用する
auホームページでご確認できます。
https://www.au.com/online-manual/scv38/

このたびは、Galaxy S9（以下、「本製品」と
表記します）をお買い上げいただき、誠にあり
がとうございました。
本書では、本製品をお使いになるための設定を
記載しています。
さまざまな機能のより詳しい説明を記載した
『オンラインマニュアル』は、本製品から以下
の操作でご確認できます。
ホーム画面を上または下にフリック→ 

［Galaxy］→［取扱説明書］

■

■■ 本製品で利用する

１ 2 3

オンラインマニュアル
を利用できます。

ホーム画面を■
上または下にフリック

［Galaxy］ ［取扱説明書］ ※ 使いかたの確認画面が表示され
た場合は、画面の指示に従って
操作してください。

■■ STEP■4：Googleアカウントの設定

１ 2 3 4 5

［アカウントを作成］※1→■
［自分用］／［子供用］※2

「姓」、「名」を入力→■
［次へ］※3

生年月日を入力し、性別
を選択→［次へ］

「自分でGmailアドレスを作成」を
選択※4→アドレスを入力→［次へ］

パスワードを入力→パス
ワードを再入力→［次へ］

■■ STEP■5：機能・サービスの設定

１ 2 3 4 5

内容を確認→［もっと見る］→
［有効にする］※1

内容を確認→［次へ］ 内容を確認→［もっと見る］→
［同意する］※2

端末を保護するかどうか■
を設定※3

必要に応じてGalaxy■
アカウントを設定※4

6 7 8

内容を確認→■
［はい、追加します］

［次へ］ 内容を確認→■
［同意する］

6

※1 設定をしない場合は、［戻る］と操作してください。
※2 利用しない項目は、「  」をタップして「  」にしてください。
※3 保護する場合は、［インテリジェントスキャン］／［顔認証］／［虹彩認証］／［指紋認証］／［パターン］／［PIN］／［パスワード］と操作してください。 

保護しない場合は、［スキップ］→［今回はスキップ］と操作してください。
※4 Galaxyアカウントを登録する場合、アカウントに登録している情報は自動的に連絡先アプリのプロフィールに反映されます。 

Galaxyアカウントを設定しない場合は、［スキップ］→［スキップ］と操作してください。
※5 「初期設定」完了後、「au初期設定」を行う必要があります。詳しくは、裏のページをご覧ください。［完了］※5

 ● Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」などのGoogle
社のアプリを利用できます。

※1 Googleアカウントをすでにお持ちの場合はGmailのメールアドレスまたは電話番号を入
力して「次へ」をタップし、画面の指示に従って設定してください。

※2 本書では［自分用］と操作したときの手順で記載しています。子供用アカウントを作成す
る場合、画面の指示に従って設定してください。

※3 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
※4 画面に表示されているアドレスを選択することもできます。

■■取扱説明書をダウンロードする

取扱説明書ダウンロード一覧のページから、「機種名、型番」
で「SCV38」と検索して取扱説明書をダウンロードします。
※ 取扱説明書ダウンロード一覧のページを表示するには、

auホームページ（https://www.au.com/support/
service/mobile/guide/manual/）から「取扱説明書」
と検索してください。

（管理用コード）

■■ STEP■1：■
確認事項の確認

１

それぞれの確認事項の「詳細」を
タップ→内容を確認→［■ ■］ま
たは［OK］→すべての確認事項
を確認後、同意する確認事項に
チェックを入れる→［次へ］

■■ STEP■2：■
無線LAN（Wi-Fi®）機能の設定

１ 2

接続するWi-Fi®ネットワーク
をタップ

※ 設定しない場合は［スキップ］

パスワード（セキュリティ
キー）を入力→［接続］→

［次へ］

 ●パスワード（セキュリティキー）はアクセスポイントで設定さ
れています。あらかじめご確認ください。

■■ STEP■3：■
アプリとデータの移行

１

［コピーしない］
※以前に使用していたデバイスから

アプリやデータなどを移行する場
合、「次へ」をタップし、画面の
指示に従って操作してください。

Android■10対応版

https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/
https://www.au.com/online-manual/scv38/
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/


auメールの設定

au初期設定

au設定メニューからデータ移行する方法

画面の点灯時間を設定する 定期的に診断をする

１ 2 3 4 5 6

［はじめる］※1 内容を確認→■
［同意する］

［ログイン］※2 暗証番号※3を入力→■
［次へ］

パスワードを入力→■
［同意して次へ］

［次へ］

7 8 9 10 11

［OK］ ［許可］※4 インストールするアプリに
チェックを入れる※5→［次へ］

設定する内容にチェッ
クを入れる→［次へ］

［完了］※6

 ● au初期設定で、あらかじめインス
トールされているアプリのアップ
デートやau IDの設定、以前にご利
用のアプリのダウンロード、本製
品をもっと便利にご利用いただく
ための設定ができます。
 ●au IDを設定すると、auスマート
パスやGoogle Playに掲載されて
いるアプリの購入などができる「au
かんたん決済」の利用をはじめと
する、au提供のさまざまなサービ
スがご利用になれます。

■■ 初期設定をする
初期設定を行うと自動的にauメールアドレスが決まります。

 ●Wi-Fi®通信では初期設定ができません。
 ●auメールのご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。
 ●操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。

１ 2 3

ホーム画面で［  ］ 内容を確認→［同意する］

※ 確認画面が表示された場合
は、画面の指示に従って操作
してください。

auメールアドレスを■
確認→［閉じる］

※ 機種変更の場合は、今までお
使いのauメールアドレスが
表示されます。

■■ auメールアドレスを確認する
１■ホーム画面で［  ］→［■ ■］→［Eメール情報］
     Eメールアドレス欄にお客様のauメールアドレスが表示されます。

■■ auメールアプリの操作方法を確認する

１ 2 3

ホーム画面で［  ］ ［■ ■］ ［アプリ操作ガイド］
※ 確認する利用方法をタップ

してご確認ください。

■■ auメールアドレスを変更する
初期設定時に決まったauメールアドレスは変更できます。

１■ホーム画面で［  ］→［■ ■］→［アドレス変更／迷惑メール設定］
      ※ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

2 ■［メールアドレスの変更へ］→暗証番号を入力→［送信］
      ※ 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

3 ■内容を確認→［承諾する］

4 ■「ご希望のメールアドレスに変更する」を選択→auメールアドレスを入力→［送信］

5 ■［OK］→［閉じる］

これまでお使いの au電話から、microSDメモリカードや auサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。
 ●auサーバーを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。 

（これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、au Cloudアプリをご利用ください。）
 ●microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。 
 （これまでお使いのau電話にau設定メニューがないときは、auバックアップアプリをご利用ください。）

１ 2 3 4

ホーム画面を上または下
にフリック→［設定］

［au設定メニュー］ ［データを移行する］
※ 確認画面が表示された場

合は、画面の指示に従っ
て操作してください。

［機種変更はこちら］→■
画面の案内に沿って■
データ移行を行う

「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーに写真やアドレス帳（連絡先）などを自動的に預ける場合は、以下の操作から設定ができます。
 ●ホーム画面を上または下にフリック→［設定］→［au設定メニュー］→［データお預かり設定］→自動的に預けるデータの種類を選択

１ 2

ホーム画面を上または下■
にフリック→［設定］

［ディスプレイ］

スマートフォンを快適にご使用いただくために定期的に診断することをおすすめします。

１ 2

画面の指示に従って操
作してください。

ホーム画面を上または下にフ
リック→［auツール／サポート］

→［故障紛失サポート］

［クイック診断してみる］

※ 確認画面が表示された場合は、内
容をご確認のうえ、画面の指示に
従って操作してください。

3 4

［画面のタイムアウト］ 画面が消灯するまでの
時間をタップして変更

■■ 定期クリーニング通知を設定する
「定期クリーニング通知」を設定すると診断するタイミングを定期的にお知らせします。

１■ホーム画面を上または下にフリック→［auツール／サポート］→［故障紛失サポート］

2 ■［便利な機能］

3 ■［各種設定］

4 ■「定期クリーニング通知」の「■ ■」をタップして「■ ■」にする
※ 通知を受け取ったら「クイック診断してみる」で診断してください。

※1 端末内のアプリをアップデートする場合は、「アップデートする」にチェックを入れてください。
※2 以前にau IDを登録したことがある場合は、手順4と手順5は表示されません。手順6に進んでください。
※3 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
※4 アプリの権限についての確認画面は複数回表示されます。以降も同様に操作してください。
※5 「以前にご利用のアプリ」欄に「アプリを選ぶ」が表示された場合は、タップするとアプリを確認できます。
※6 「お預かりデータを戻す」をタップすると、「データお預かり」アプリで預けたデータがある場合は、データを戻すことができます。


