
※あくまで一例です。お使いの機種の設定方法をご確認ください。

以前お使いの携帯電話から
アドレス帳を移行したいお客様へ
Windows® Phone を購入する以前にお使いの携帯電話から 
Windows Phone へアドレス帳を移行させることができます。
その設定方法をご紹介します。

＜本設定により可能なこと＞
●アドレス帳を移行できます。
＜必要なもの＞
●Windows 対応 PC
　  Windows XP（SP3 以上）、Windows Vista®（SP1 以上）、Windows 7
　  ※いずれも 32bit 版に限ります。

Windows Phone へのアドレス帳の移行は、下記の 3 つの Step で設定できます

設定手順の概要

Live.com を通じて、Windows Live® にアドレス帳を保存

以前お使いの携帯電話からアドレス帳のデータを SD カードに保存
アドレス帳を SD カード（miniSD カード、microSD カードなど）に保存するための手順になります。

Step 2 で変換したアドレス帳のデータを、マイクロソフトの無料のオンライン サービス「Live.com」を経由
して Outlook® にインポートします。Outlook と Windows Phone を紐づけることで、アドレス帳のデータ
を移行することが可能です。

Step
1

PC に「アドレス帳変換ツール」をインストールし、SD カードのデータを変換する
SD カードに保存したアドレス帳を Windows Phone に読み込むためには、Windows 対応 PC と、専用の
ソフトウェア「アドレス帳変換ツール」が必要です。KDDI の Web サイトから「アドレス帳変換ツール」を
ダウンロードし、SD カードのアドレス帳を PC で読みとれるデータ形式に変換します。 

Step
2

Step
3

Step
1

アドレス帳の移行設定ガイド

お使いの携帯電話機種によって設定が異なります。詳しくは、下記 Web サイトをご参照ください。
　NTTドコモ     http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/backup/memory_card/download/index.html#prime
 （NTTドコモのホームページ→お客様サポート→電話帳データなどのバックアップ→メモリーカードにバックアップ・携帯電話に復元 
    →「簡単！バックアップナビ」PDF版ダウンロード）

以前お使いの携帯電話からアドレス帳のデータを SD カードに保存
本手順は、Windows Phone に変更する前の携帯電話のアドレス帳を SD カードに保存する手順です。
※以前お使いの携帯電話に対応できる SD カードについては、各社の Web サイトなどでご確認ください。
※一部機種では、解約後 SD カードへの保存ができません。解約前に「Step 1」の操作を行ってください。
※以前お使いの携帯電話のすべてのアドレス データに、名前、もしくはメール アドレスが入っていないとアドレスの
移行ができません。（電話のみのアドレス データが含まれていると移行できません。）

以前に NTTドコモの携帯電話をお使いの方NTTドコモ

［メニュー ボタン］
を押す

右ボタンを押す

「microSD 全体コピー
しますか？」の表示
で［Yes］を選択

［microSD］を選択

［microSD へコピー］
を選択

［便利ツール］を選択

電話帳に合わせ、［メ
ニュー ボタン］を選択

「プロフィールをコ
ピーしますか？」の
表示で［Yes］を選択

［microSD データ参
照］を選択

端末暗証番号を入力
し決定ボタンを押す

手順の例

お使いの携帯電話の機種によって設定が異なります。詳しくは、下記 Web サイトをご参照ください。
　SoftBank 3G　 http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/product/lineup.html
　（ソフトバンクモバイルのホームページ→お客さまサポート→ SoftBank 3G→製品サポート）

　スマートフォン　http://mb.softbank.jp/mb/smartphone/support/product/
　（ソフトバンクモバイルのホームページ→お客さまサポート→ SoftBank スマートフォン→製品サポート）

お使いの携帯電話の機種によって設定が異なります。

以前にソフトバンクモバイルの携帯電話をお使いの方

以前に au の携帯電話をお使いの方

ソフトバンクモバイル

au

手順の例  ＜SoftBank 3G の場合＞

操作用暗証番号を入力
［メモリカードへコピー］を
選択項目で［電話帳］を選択

手順の例

アドレス帳
サブメニューで「データコ
ピー」を選択 「全件コピー」を選択 「micro SD」を選択

※あくまで一例です。お使いの機種の設定方法をご確認ください。

※あくまで一例です。お使いの機種の設定方法をご確認ください。



Step
3 Live.com を通じて、Windows Live® にアドレス帳を保存

本手順は、Step 2 同様、PC を使って行う手順です。Live.com にアクセスし、Windows Phone で設定した Windows Live ID とパスワードを入力した上で、
下記の設定を行うと、Windows Phone にアドレス帳のデータを読み込むことができます。
　Live.com　http://login.live.com/

●EZweb は、KDDI 株式会社の登録商標です。 ●Facebook は、Facebook,Inc. の登録商標です。 ●MySpace は、MySpace,Inc. の登録商標です。 ●AOL は、AOL の登録
商標です。 ●Gmailは、Google, Inc.の商標または登録商標です。 ●flickr、flickr ロゴは、Yahoo! Inc. の登録商標です。●microSD (tm) microSDHC (tm) 、SD Card 
Associationの商標です。 
●Microsoft、Internet Explorer ロゴ、Office ロゴ、Outlook、Windows、Windows ロゴ、Windows Live、Windows Vista、Xbox LIVE ロゴは、米国 Microsoft Corporation の
米国および / またはその関連会社の商標です。 ● 本冊子の内容は、2011 年 8 月現在のものです。ディスプレイ画面の表示はすべてイメージです。一部、製品版と仕様名称
および画面などが異なる場合がございます。ご了承ください。 ● その他、記載される会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

●Windows Phone と PC を接続するためのケーブルは別売です。ご注意

本 手 順 を 行 う 前 に、
Windows Phone にあらか
じめ Windows Live ID を
設定する必要があります。
詳細は、『メール転送設定
ガイド』をご参照ください。

ダウンロードした「アドレス帳
変換ツール」を起動

利用規約を確認のうえ同意する ［参照］ボタンをクリックして、SD カード
内から変換する vCard（.vcf ファイル）
を選択

※ au携帯電話の場合の参照元ファイルの格納先　PRIVATE→ AU→ DF→ D_PI もしくは PRIVATE→ AU→ BU→ B_AD

［vCard→ csv 変換開始］ボタンをクリッ
クして変換したら完了

以上で、すべての手順が完了です。以前お使いのアドレス帳を Windows Phone に移行できました。

Step
2 PC に「アドレス帳変換ツール」をインストールし、SD カードのデータを変換する

本手順は、Windows 対応 PC を使って
行う手順です。下記の au ホームページ
からダウンロードできる「アドレス帳
変換ツール」を使うと、SD カードに保
存したアドレス帳のデータを PC で読み
取れるデータ形式に書き換えられます。
　アドレス帳変換ツールのダウンロード

http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/
smartphone/guide/index.html
（au ホームページ→製品ラインアップ→スマート
フォン→操作・設定ガイド）

SD カードを
Windows 
対応 PC に
接続する

「手順 2」で「Microsoft Outlook（CSV 
ファイル）」にチェックを入れる。「手順 3」
の［選択］を押し、Step 2 で作成した
アドレス帳のファイルを選び、［アドレス
帳のインポート］を押す

Live.com にアクセスし、Windows 
Live ID とパスワードを入力し、
［Hotmail］を選択

［アドレス帳］を選択 ［管理］から［インポート］を選択 ［Outlook］を選択


