
［１］

お客さまデータの移行手順

機種変更をお考えのお客さまへ

［２］

必ずご確認ください
・本手順は、iPhoneから4G LTEケータイへ 「アドレス帳」「画像」「ムービー」「カレンダ－」
のデータを転送する手順になります。
・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。
・iPhoneの下取りをご希望の場合は、「後日下取り」となりますので、ご注意ください。

！

現在ご利用中のiPhoneに
「データお預かりアプリ」を
インストール

機種変更後、ｉＰｈｏｎｅから新しい
4G LTEケータイに「電話帳」
「写真」などのデータを転送

ｼｰﾄ 2

ｼｰﾄ 3

ｼｰﾄ 1

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

機種変更お手続きいただいた店舗へ
再来店いただき「後日下取り」のお手続き

※iPhoneの下取りをご希望の場合



［１］現在ご利用中のiPhoneに
「データお預かりアプリ」をインストール
（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

［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。

※クレジットカード情報の
登録がない場合は上の
画面が表示されます。
「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。

⑧アプリがダウン
ロードされます。

機種変更前に⾏っていただく⼿順は以上になります。
次ページ以降の⼿順は、機種変更後にiPhoneから
4G LTEケータイへデータ転送を⾏う⼿順になります。



［２］iPhoneから4G LTEケータイへ
電話帳・写真などのデータを転送
（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

4G LTE ケータイにプリインストールされている「auバックアップアプリ」を最新版にアップデートして
いただく必要があります。
また、 「auバックアップアプリ」のアップデートには、au IDの設定が必要になりますので、以下の
手順でau IDの設定・ 「auバックアップアプリ」のアップデートを行ってください。

［２］-１ auバックアップアプリのアップデート （4G LTE ケータイ）

【au IDの設定】

①センターボタン
（十字キーの中央
のボタン）を押します。

②「設定」を選択
します。

③au ID設定を
選択します。

④画面表示内容を
ご確認いただき、
「OK」を選択 します。

⑤「au ID利用規約」を
ご確認いただき、
「同意して次へ」を
選択します。

⑥ご契約時に設定された
4ケタの暗証番号を入力
し、 「次へ」を選択します。

⑦au ID設定が完了しました。
最初の画面に戻り、次ページの手順
にて、auバックアップアプリの アップ
デートを行ってください。
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次ページへお進みください。



［２］iPhoneから4G LTEケータイへ
電話帳・写真などのデータを転送
（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］-１ auバックアップアプリのアップデート （4G LTE ケータイ）

【auバックアップアプリのアップデート】

②「アプリ」を選択
します。

③「アプリ検索」※
を選択します。
（※右上のカメラ
ボタンを押します）

※「au Marketアプリのバー
ジョンアップが必要です」
と表示されましたら、
「はい」を選択し、バー
ジョンアップしてください。
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①センターボタン
を押します。

auバックアップアプリのアップデート⼿順は以上になります。
次ページ以降の⼿順は、iPhoneから4G LTEケータイへ
データ転送を⾏う⼿順になります。

④画面下方向に移動し、
「マイアプリ」を選択
します。

⑤「auバックアップアプリ」
を選択します。

※「全てアップデート」を選択

して、まとめてアップデート
することもできます。

⑥「アップデート」を
選択します。

⑦アップデートが
完了しましたら、
最初の画面に
お戻りください。

次ページへお進みください。



データを送る側の端末（iPhone）、受け取る側の端末（4G LTEケー
タイ） 計2台の端末を用意します。

データを送る側の端末(iPhone)でアプリを起動し、
右の画面が表示されるまで画面の指示に従って操作をします。

次にデータを受け取る側の端末(4G LTEケータイ)でアプリを起動
し、右の画面が表示されるまで画面の指示に従って操作します。

データを送る側の端末(iPhone)のアプリに戻り、データを受け取る
側の端末(4G LTEケータイ)で表示されたマークと同じボタンを選
択します。

<画面例>

(上記例の場合）
“青“をタップ

しばらくすると、接続確認のため、4桁の暗証番号が両方の端末
に表示されます。

iPhoneを操作し、Wi-Fi接続用のプロファイルをインストールします。

［２］iPhoneから4G LTEケータイへ
電話帳・写真などのデータを転送
（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］-２ データ転送の実施

iPhoneと4G LTEケータイを接続し、「アドレス帳」「画像」「ムービー」「カレンダー」を転送します。
データ転送の流れは以下の通りです。

データを送る側の端末（iPhone）で、データ転送の準備画面が表
示されたら、“開始“をタップします。

データを送る側（iPhone）の端末で、転送準備が完了したら、
“転送する“をタップします。

以上でデータ転送は完了です。データを送る側・受け取る側の端末操作は、
次のページをご覧ください。
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［2］iPhoneから4G LTEケータイへ
電話帳・写真などのデータを転送
（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

以下は画面操作例になります。データを送る側（iPhone）とデータを受け取る側（4G LTEケータイ）
の画面を区別するため、以下の枠線としています。

データを送る側
（iPhone）の画面
＝点線の枠線

データを受け取る側
（4G LTEケータイ）
の画面
＝二重線の枠線

データお預かり
アプリを起動します

「設定しない」を
選択します

利用規約・プライバシーポリシー
をお読みいただき、「同意する」
を選択します

「連絡先」「写真」「カレンダー」へのアクセス、通知送信について
「ＯＫ」（許可）を選択します

次ページへお進みください。

データを送る端末 （iPhone）

［２］-２ データ転送の実施
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［2］-2 データ転送の実施

画面の指示に従って
コントロールセンターを
表示します

Wi-Fi/Bluetoothを
有効にします

有効になったら
コントロールセンター
を引き下げます

続いて、データを受け取る
側（4G LTE ケータイ）の
操作を行います

写真・動画のアップ
ロードを許可します

「その他」を選択
します

「データ移行」＞「データをコピーする」
を選択します

OKを
選択します

「データを送る」を
選択します

「いいえ」（iPhone/iPad以外）
を選択します 次ページへお進みください。

データを送る端末 （iPhone）
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［2］-2 データ転送の実施

データを受け取る端末 （4G LTEケータイ）

次ページへお進みください。

「センターボタン」
を押します

「サービス」＞「auバックアップアプリ」
を選択します

注意事項をお読みいただき
「同意する」 を選択します

「データを引き継ぐ」＞「データを
受け取る」 を選択します

「iOS」を選択します

次ページ以降は、
データを送る側（iPhone）
と受け取る側（4G LTE
ケータイ）両方の端末で操
作を行います
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［2］-2 データ転送の実施

表示されたマークと
同じボタンをタップ
します

4ケタのパスワードが
同じであることを確認し
OKをタップします

9  9  0  7

4ケタのパスワードが
同じであることを確認し
OKを押します

データを送る端末 （iPhone） データを受け取る端末 （4G LTEケータイ）

次ページへお進みください。次ページへお進みください。 ｼｰﾄ 9



［2］-2 データ転送の実施

パスワード設定
済みの場合は4桁
パスワードを入力
します

データを受け取る端末 （4G LTEケータイ）データを送る端末 （iPhone）

iPhoneからのデータ送信には、Wi-Fiプロファイルの
インストールが必要です。
以下の手順にて「Wi-Fi自動設定（データ移行）」
プロファイルをインストールしてください

インストールをタップします

インストールが完了しまし
たら完了をタップします

インストールをタップします

次ページへお進みください。 次ページへお進みください。
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「次へ」をタップします
※転送したくないデータ

があればチェックを
外してください

［2］-2 データ転送の実施

「開始」をタップ
します

データを送る端末 （iPhone） データを受け取る端末 （4G LTEケータイ）

次ページへお進みください。 次ページへお進みください。 ｼｰﾄ11



データ送信が
完了しました
「終了」をタップ
してください

データの受け取りが
完了しました
「終了」を押して
終了してください

［2］-2 データ転送の実施

以上の⼿順でiPhoneから4G LTEケータイへの
データ転送は終了です。

ケータイの中には電話帳・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。
定期自動バックアップの方法は、ホーム画面から、サービス＞auバック
アップアプリ＞「SDカードへデータをバックアップ・復元」＞
「自動バックアップ設定」で設定できます。

データを受け取る端末 （4G LTEケータイ）データを送る端末 （iPhone）
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