
［１］

お客さまデータの保存・移行手順

機種変更をお考えのお客さまへ

［２］

必ずご確認ください
・データの状況や機種ごとの機能差により、完全な形での全てのデータ移⾏を保証する
ものではございません。
・保存しているデータの量などにより、保存や移⾏にお時間を要する場合がございます
ので、ご⾃宅等でお時間があるときでの保存・移⾏をお勧めいたします。

！

現在ご利用中のiPhoneから
「データお預かり」（auスマート
パスサーバー）に 「電話帳」と
「写真データ」を保存

保存した「電話帳」と「写真
データ」を 「au Cloud」「Friends
Note」から新しいスマートフォ
ンに移行
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お客様ご自身でお客様ご自身で
お願いします

お客様ご自身でお客様ご自身で
お願いします

電話帳や写真データ等は、個人情報やお客さまのプライバシーに関係する大切な情報
となりますので、お客さまご自身での保存・移行をお願いいたします。

AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
microSDは、SD Card Associationの商標または登録商標です。Apple、iPhone、iTunesはApple Inc.の登録商標または商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
その他会社名、各製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。
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memo

■変更前の機種（現在の機種）で実施いただく内容

auショップ・PiPit・au取扱店
にて機種変更

■変更後の機種（新しい機種）で実施いただく内容



［１］現在ご利用中のiPhoneに入っている
「電話帳」「写真データ」の保存
（機種変更前にお客さまにてご実施をお願いいたします）

データの保存・移行には、最新版の「データお預かり」アプリのダウンロードが必要です。 以下の
いずれかの方法でダウンロード してください。

◇AppStoreにて 「データお預かり」で検索

◇ ←のQRコードを読み取る

※写真や動画が大量にある場合は、Wi-Fi をあらかじめ設定しておくことをお勧めします。

［１］－１ 「データお預かり」 アプリのインストール ※Apple IDが必要となります。
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②検索をタップします。 ④「データお預かり」
をタップし、上図の
画面で 「入手」を
タップします。

①「App Store」をタップ
します。

③「データお預かり」
と入力し検索します。

⑤「インストール」
をタップします。

⑥Apple IDを取得済み
の方は「既存のApple
IDを利用」をタップします。

⑦Apple IDと
パスワードを
入力し「OK」を
タップします。

※クレジットカードの情報
の登録がない場合は
上の画面が表示され、
クレジットカードの情報
を登録していただく必要
があります。「レビュー」
をタップし、クレジット
カード情報などの入力を
行ってください。

Apple ID未取得の方は
「Apple IDを新規作成」を
タップします。

次のページへお進みください。



［１］－１ 「データお預かり」 アプリのインストール
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⑧アプリがダウンロード
されます。
「開く」をタップすると、
データお預かりアプリ
が起動します。

データお預かりアプリのインストール
が完了しました。

続いて、電話帳・写真データをデータ
お預かりサーバに保存します。

前ページからの続き

※au ID未設定の場合、「au ID設定」
の画面が表示されます。
画面表示に従い、au IDとパスワード
を設定してください。

①「データお預かり」
アプリを起動します。

②「設定する」 を
タップします。

［１］－２ 「データお預かり」への電話帳・写真データの保存 ※au IDが必要になります。

③au IDとパスワード
を入力してください。

④「次へ」 をタップします。

⑤「利用規約」をお読み
いただき、「同意する」
をタップします。

⑥「プライバシーポリシー」
をお読みいただき、
「同意する」をタップします。

次のページへ
お進みください。



前ページからの続き

⑪「アドレス帳」「写真」
など、保存するデータ
にチェック を付け、
「預ける」をタップします。

※Wi-Fiを設定する場合は
本体の設定からWi-Fiを
有効にしてください。
モバイルデータ通信の
まま続ける場合は「はい」
をタップしてください。
(通信料が発生します。)

［１］－２ 「データお預かり」への電話帳・写真データの保存

⑫「データお預かり」 が
完了しましたら、
「完了」をタップします。

⑩ 「預ける」をタップ
します。

機種変更お⼿続き前の⼿順は以上となります。
機種変更後にシート5と6の⼿順を実施してください。

⑦ 「連絡先へのアクセスを求め
ています」と表示されましたら、
「OK」をタップします。
※カレンダー・写真についても、

それぞれ「OK」をタップします。

⑧ 「通知を送信します」
と表示されましたら、
「OK」をタップします。

⑨ 「端末内の写真・動画を
アップロード対象とします
か」 と表示されましたら、
「はい」をタップします。
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データの移行には、最新版の「au Cloud」アプリのダウンロードが必要です。以下のいずれかの
方法でダウンロード してください。

◇ご利用機種の『auスマートパス』アプリを起動→『アプリ』を表示して「au Cloud」 ※

を検索する （※auとCloudの間に半角スペースが入ります）
◇auスマートパス→「あんしん」を表示し、「データお預かり」を選択してau Cloud

アプリをダウンロードする
◇←のQRコードを読み取る

【ご注意】写真や動画が大量にある場合は、Wi-Fi をあらかじめ設定しておくことをお勧めします。

④「個人情報の外部送信
について」の注意事項を
お読みいただき、
「同意する」をタップします。

⑤「auスマートパス利用規
約」または「注意事項」
をお読みいただき、
「同意する」をタップします。

※au ID未設定の場合、「au ID
設定」の画面が表示されます。
次ページ⑦～⑨の手順にて、
au IDとパスワードを設定して
ください。

次のページへ
お進みください。

⑥データの自動保存を設定
する場合は「はい」を、設定
しない場合、後で設定する
場合は 「いいえ」をタップ
します。

［２］ au Cloudから
新しいスマートフォンへ電話帳・
写真データの移行
（機種変更後にお客さまにてご実施をお願いいたします）

機種変更
お手続き後

［２］ 「au Cloud」 「Friends Note」から電話帳・写真データの移行

①「au Cloud」アプリを
ダウンロードします。

②ダウンロード完了後、
au Cloudを起動します。
または、スマートフォン
のホーム画面に戻り、 au
Cloudアプリをタップします。

③「閉じる」をタップ
します。

au ID設定済みの方は
次ページの手順⑩に
お進みください
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前ページからの続き

⑨パスワード設定が完了
しましたら、終了をタップ
します。

※Wi-Fiを設定する場合は
「設定する」を、設定しない
場合、後で設定する場合は
「設定しない」 をタップします。

⑭データ復元が完了
しました。
ＯＫを押してください。

⑦「au IDの設定・保存」を
タップします。

⑧au IDとパスワードを
入力し、OKをタップします。

［２］ 「au Cloud」 「Friends Note」から電話帳・写真データの移行
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スマートフォンの中には電話帳・写真など、
⼤切な情報がいっぱいです。
破損・故障などいざという時のために、
バックアップを取っておきましょう。
バックアップ方法は、auお客さまサポート
アプリから、「困った時・わからない時」→
「初期設定/接続設定ガイド」→
「データのバックアップ＆復元」で
ご確認ください。

⑩au Cloudアプリから
「復元する」をタップ
します。

⑪「写真・動画」「アドレス
帳」など、復元する
データにチェックが
入っていることを確認
します。

⑬ 「復元」をタップします。

ステータスバーを下方向に引き下げ、アドレス帳の
復元が完了しているかご確認ください。

また、ホーム画面からFriends Noteアプリ
を起動し、移行したアドレス帳が表示されているか
ご確認ください。

⑫「Friends Note利用規
約」をご確認いただき
「同意する」をタップ
します。

データを復元しています。


