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Ｇｏｏｇｌｅアカウントのパスワードを忘れたときは
【スマートフォン/ＰＣから】
「Googleトップ」＞「ログイン」＞「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。
その際、Ｇｏｏｇｌｅアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え（または予備のメールアドレス）が必要となりますので、忘れないように
してください。
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

@gmail.com

パスワードを忘れたときに使用しますユーザー名：
■ セキュリティ保護用の質問

Googleアカウント登録メモ

スタートアップガイド

メ モ

SH-02D

はじめての方でも
これをチェックしていくことで使いこなせます。

SH-02DAQUOS PHONE slider
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タッチ（押す）／（2回押す） ロングタッチ（長押し）

フリック（はらう） スライド（なぞる）

ピンチイン（狭める）／ピンチアウト（広げる）
ドラッグ
（長押しして移動する）

指先で1回軽く押す。 指先ですばやく2回押す。 指先で長押しする。

タッチパネル上をすばやく指先ではらう。 タッチパネルを指先で軽く触れ
たまま、縦や横へなぞる。

ピンチイン：タッチパネルに
触れたまま2本の指先を狭め
る（閉じる）。

ピンチアウト：タッチパネル
に触れたまま2本の指先を広
げる（開く）。

タッチパネル上のアイコンや
バーに指先で触れたまま、特
定の位置までなぞる。

トンットンッ トントンットントンッ ジージー

サーッサーッ スーッスーッ

クニュークニュー ビョッビョッ

ズリズリ

タッチパネルの操作方法

文字を入力する

自分の電話番号・メールアドレスを表示する

初期設定する

電話をかける・受ける・切る

spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

カメラで撮る・見る

インターネットで検索する

ステータスバーを使う

画面ロックを解除する

電源をオンにする・オフにする

主なキーの名前と使い方

スタートアップガイド チェックリスト

p.3

p.5

p.7

p.8

p.15

p.17

p.19

p.20

p.21

p.22

p.24

スマートフォンを楽しむ

Wi-Fiでインターネット接続する

よくあるご質問

p.23知っておくと便利な機能

このページを開いたまま、
各項目の手順と下記の決まりに
従い設定してみましょう。

5

4
3
2
1

6

7

8

9

10

11

12

13

ステップ０　ドコモサービスの初期設定をする
ステップ１　Googleアカウントを作成する
ステップ２　spモードメールアプリをダウンロードする
ステップ３　電話帳を移し替える（インポート）

押す
入力
確認・完了

このページを開いてください
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主なキーの名前と使い方1 画面ロックを解除する

ステータスバーを使う電源をオンにする・オフにする

3

42 ステータスバーを使って、
スマートフォンの様々な状態を
確認することができます。

電源をオンにした後、
画面のロックを解除
します。

※本体をスライドし
てもロックが解除さ
れます。

電源キー
長押しで「電源を切る」、「再起動」、
「電源OFFモード」、「マナーモード」
を選択できます。

「　　」を「　　」まで
指先で なぞると、ロッ
クが解除されます。

電源を入れる時は電源キーを
2秒以上長押しします。

　 電源を
オフにする

　 電源を
オンにする

1 2 3

ステータスバーのアイコン 通知パネルを開く・閉じる

＊設定状況により色が
　変わる場合があります。

3Gデータ通信状態＊

電波状態＊

電池残量

主なステータスアイコン

新着メールあり

不在着信あり

インストール完了

主なお知らせアイコン

通 知
設定ボタン

設定ボタンステータスバー

電源キーを1秒以上長押
しし、「電源を切る」を押
します。
※「　　終了／終話キー」
でも電源を切れます。

「シャットダウン中」と表
示されますので、そのま
まお待ちください。

ステータスバーを下方
向になぞると、通知パネ
ルが開きます。

各「設定ボタン」を押すと、
設定やONとOFFの切り替
えなどが行えます。「通知」
を押すと新着メールや不
在着信の確認ができます。

通知パネルの下
にある 「       」
を上方向になぞ
ると、通知パネル
が閉じます。

「OK」を押します。

1 2 3

43

ホームキー
ホーム画面に戻します。

メニューキー
表示中の画面に応じた
オプションメニューを
表示します。 戻るキー

ひとつ前の状態に戻します。

マルチガイドキー
カーソルを移動させて項目を
選び、実行／決定します。

終了／終話キー
表示中の機能を終了します。
電源を切るときや通話を終了
するときに利用します。

開始／通話キー
電話をかける／受けるときに
押します。
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5 文字を入力する

キーパッドの表示を切り替える
文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーパッドが表示されます。

クワーティ

● 手書きキーボードへの切り替え

● 12キーボードへの切り替え

●QWERTYキーボードへの切り替え

「      」を長押し
します。

「QWERTYキーボード」
に切り替わります。

「      」を長押し
します。

12キーボードに
切り替わります。

1 2

1 2

1 2 手書きキーボードに切
り替わります。
「　    」を押すと、手書
きキーボードに切り替
わる前のキーボードに
戻ります。

「　   」「　   」を押して
入力したい記号を表示します。

「　   」を押して半角記号に切り替えます。

「　            」を押すと、顔文字の
アイテム一覧が表示されます。

「　      」を長押し
します。

12キーボードの入力方式

記号・絵文字入力を表示する

英字・数字・かな入力を表示する

12キーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。
「　     」を押すごとに
英字、数字、かなの順に
切り替わります。

● ケータイ入力

● タッチパネルで操作する場合

● ダイヤル/文字入力キーで操作する場合

● タッチパネルで操作する場合

● ダイヤル/文字入力キーで操作する場合
同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「ぁ」・・・のように文字が替わります。

● フリック入力
入力したい文字が割当てられた
キーを押したままにすると、キー
の上に文字（フリックガイド）が表
示されます。指を離さず目的の文字
の方向にずらします。

記号パレット 顔文字
パレット

アイテム
一覧

顔文字
パレット

アイテム
一覧

5 6

ジー

ズリズリ

「      」を押します。 アイテム一覧から入力す
る記号を押します。

1

1

1

2

2 3

1 2 3

※12キーボード、QWERTYキーボード共通 

※12キーボード、QWERTYキーボード共通 
※タッチパネルでの操作です 

※タッチパネルでの操作です 

※「       戻るキー」を押すと、元の画面に戻り、キーパッドが非表示になります。

※spモードメール入力時は
絵文字・デコメ絵文字も表示されます。

「　　　右ガイダンスキー」または
「　　　半角記号」を押して半角記号
に切り替えます。

「　　　左ガイダンスキー」または
「　　　記・顔」を押すと、顔文字の
アイテム一覧が表示されます。

記号パレット

アイテム一覧から入力
する記号を押します。

2

※spモードメール入力時は絵文字・デコメ絵文字も表示されます。

「      左ガイダンスキー」
または「　　　記・顔」を
押します。

端末キーの「     　右ガイダンスキー」
を押すごとに　　　（かな入力）＞
　　　（ 英字入力）＞　　　（ 数字入力）
と、端末キーの入力モードが切り替わ
ります。

※本体をスライドして開いた状態だと、タッチパネルにキーボードは表示されません。
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メールアドレスを表示・確認する

電話番号を表示・確認する

自分の電話番号・メールアドレスを
表示する6 お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを

表示・確認します。

「端末の状態」を押します。画面を上になぞり、
「端末情報」を押します。

「電話番号」を確認します。ホーム画面で「　 メニュー
キー」を押し、「本体設定」
を押します。

1 2 3 4

1 2 3

「メール設定」を押します。ホーム画面で「　　   」
を押します。

「その他」を押します。

この操作には、先に
spモードメールア
プリをダウンロード
する必要があります
（13ページをご覧く
ださい）。

初期設定する スマートフォンをお使いいただくための
初期設定をします。7

「マイアドレス」を押し
ます。

「OK」を押します。「OK」を押します。 マイアドレスに自分のメー
ルアドレスが表示されます。

5 6 74

0

3

1

2

［ 初期設定の流れ］

ステップ

ステップ

ステップ

ステップ

ドコモサービスの初期設定をします。
初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。
一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。

電話帳を移し替えます。

spモードメールアプリをダウンロードします。

これまでお使いの電話帳を、microSDを使ってスマートフォンに
移し替え（インポート）ます。

スマートフォンで iモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールを
お使いいただくためには spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

Google アカウントを作成します。
グーグル

Google アカウン卜を登録すると、Android マーケットTMからの
アプリケーションのダウンロードが可能となります。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

アンドロイド



※この設定はドコモ位置情報
アプリからも変更できます。
※GPSによる位置情報を提供
するには「メニューキー」押し
て、「本体設定」>「ドコモサー
ビス」>「オートGPS」>「GPS機
能」で設定してください。9 10

7 ステップ0 ドコモサービスの初期設定を する

※この設定画面は初めて電源オンした際、自動起動します。
※タッチパネルで操作します。 おサイフケータイの設定

1 2 3 4

「進む」を押します。 「ご利用規則」を押します。「インストールする」を選
んで「進む」を押します。

「設定する」を選んで「進
む」を押します。

ドコモアプリパスワード＊の設定
＊ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9 10 11 12

数字入力モードにして、
初期値「0000」を入力し
「OK」を押します。
※数字入力モードへの切り
替えは「　　　」を押します。

確認のため同じパスワー
ドを入力して「OK」を押
します。

新しいパスワードを入力
して「OK」を押します。
※半角英数 4～ 16文字を入力
します。

「設定する」を押します。

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は
設定が必要です。このページは docomo Application 
Managerの機能について説明しています。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

「はい」を押します。 初期設定が始まります。 完了したら「閉じる」を
押します。

内容を確認して「     戻る
キー」を押します。

位置提供設定

5 6 7 8

設定が完了したら「OK」
を押します。

ホーム画面が表示され
たら完了です。

選択肢のいずれかを選
んで「進む」を押します。

13 14 15



11 12

7 ステップ1 Google アカウントを作成する
グーグル

● 設定したGoogleアカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄（裏表紙）に
書いて保管されることをお勧めします。

1 2 3 4

ホーム画面で「　  メニュー
キー」を押し、「本体設定」
を押します。

「アカウントを追加」を
押します。

画面を上になぞり、「ア
カウントと同期」を押し
ます。

「Google」を押します。

Googleサーバーと通信して
アカウントを設定しています。
そのままお待ちください。

Google利用規約の内容
を確認し「同意して次ヘ」
を押します。

パスワード（8文字以上）
を入力し「次ヘ」を押し
ます。

9 10 11 12

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、
Googleのアカウント設定が必要になります。

● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで
本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。

5 6 7 8

13 1514

※パスワードの安全性が低い
か、または無効な文字が含ま
れている場合はエラー画面が
表示されますので「再試行」を
押し、パスワードを設定し直
してください。

※すでに Google アカウント
をお持ちの場合、「ログイン」を
押してアカウントとパスワー
ドを入力します。

※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄
に「ユーザー名」を入力します。
※ユーザー名は、6文字以上
30文字以内で入力します。

「セキュリテイ保護用の
質問」を押し、任意の質
問を選択して「答え」を
入力します。
「予備のメール」の入力
欄に、すでにお持ちの
メールアドレスを入力し、
「作成」を押します。

内容を確認し、「次へ」
を押します。

「作成」を押します。

※入力が誤っていた場合は再
度同じ画面が表示されますの
で入力し直してください。

「セットアップを完了」
を押します。

画面に表示されている絵
文字と同じ文字を入力し
「次ヘ」を押します。

登録したアカウン卜が
表示されます。

Googleアカウン卜とし
て登録する名と姓、希望
するユーザー名(@gmail.
comの前の部分)を入力
し「次へ」を押します。 ※ユーザー名が使用できない

場合は再度ユーザー名を入力
するかユーザー名の候補を押
し「次へ」を押します。

Googleサーバーと通信
して、ユーザー名が使用
可能か確認しますので、
お待ちください。
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7 7

ホーム画面で「spモード
メール」を押します。

インストール完了後、
「アプリ起動」を押します。

アップデート内容を確
認し「OK」を押します。

spモードメールの画面が
表示されたら完了です。

ソフトウェア使用許諾契
約書の内容を確認し「同
意する」にチェックして
「利用開始」を押します。

画面を上になぞり、「ダウ
ンロード」を押します。

「アップデート」を押
します。

ホーム画面で「       」を
押します。

基本機能の中の「電話帳コ
ピーツール」を押します。

使用許諾契約書の内容
を確認し「同意する」を
押します。

「インポート」のタブが
選択されていることを
確認し、読み込む電話
帳データを押します。

インポートが完了したら
「OK」を押します。

電話帳データのインポート
が完了するまで待ちます。

「上書き」または「追加」を
押します。

ソフトウェア使用許諾契
約書の内容を確認し「同
意する」にチェックして
「利用開始」を押します。
※d マーケットを初めて利用
する際に表示されます。

※上書き：登録済みの電話帳
データが削除されます。
※追加：登録済みの電話帳デー
タに追加されます（元のデータ
は削除されません）。

ステップ2 ステップ3spモードメールアプリを
ダウンロードする

1

5

2

6

3

7

4

8

電話帳を移し替える
（インポート）

事前の準備：今までお使いの端末からmicroSDカードに電話帳データを保存し、
AQUOS PHONE sliderに挿入してください。microSDに電話帳データを保存する方法に
ついては、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。 

1

5

2

6

3

7

4



A  

B   

C   

 

 

 

※端末の「　　終了／終話
キー」でも電話を切れます。※端末の「　　開始／通

話キー」でも電話を受け
られます。

15 16

8

「発信中」と表示され
ます。

着信時に「操作開始」を
押します。

「終了」を押します。通知パネルにある「通話
中」を押します。

「　　ホームキー」を押して、
ホーム画面のステータス
バーを下方向になぞります。

通話をするには「通話」
を押します。

「終了」を押します。

「          ダイヤル」を押
します。

ホーム画面で「 　  」、または
端末の「　　開始／通話キー」
を押します。

「       発着信リスト」
を押します。この端末を
使って発信または着信し
た場合、発着信履歴が表
示されます。右の「　　」
を押すと、その電話番号
に発信します。

「       電話帳」を押し
ます。

かける相手を選んで押
します。

電話番号を押します。 「電話をかける」を押
すと、発信します。

ダイヤル番号を入力して
から「　 」を押します。

※ホーム画面から直接ダイヤル
キーで入力できます。

電話をかける・受ける・切る

ダイヤル
してかける

電話をかける方法は３通りあります。
電話をかける

1 2

通話履歴
からかける

電話帳からかける

1

1 2 3 4

●電話を受ける ●電話を切る
1 2

●通話中に画面が変わってしまった場合の
電話の切り方
1 2 3
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9

ホーム画面で「spモード
メール」を押します。

ホーム画面で「spモード
メール」を押します。

「受信メール」を押します。 「受信BOX」を押します。

メールが表示されます。

内容を閲覧したい
メールを押します。

「新規メール」を押します。 作成画面が表示された
ら「　    」を押します。

宛先入力方法が表示され
るので、お好みの検索方
法を押します。

「送信」を押します。相手に送信する本文を入
力後、「決定」を押します。

「送信」を押します。相手に返信する本文を入
力し、「決定」を押します。

メール作成画面が表示
されるので、「TEXT」欄
を押します。

受信メールを表示し
「    メニューボタン」を
押し、「返信」を押します。

「SUB」欄を押して件名
を入力後、「TEXT」欄を
押します。

連絡先一覧から「メール
送信相手」のボックスを
チェックし、「決定」を押
します。

※送信先を直接入力する場合
は「TO」欄を押します。

spモードメールのメールを新規作 成する・見る・返信する

メールを新規作成する

受信メールを見る

1

1

2

2

3

3

4

4

5

 

メールを返信する

5

1

6

2

7

3

8

4
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画面を上になぞり、「便
利ツール」の「カメラ」を
押します。

画面を上になぞり、「エン
ターテイメント」の「ピク
チャー」を押します。

ホーム画面で
「       」を
押します。

被写体に背面のレンズ
を向け、「　　　」を押し
てシャッターを切ります。
※端末のマルチガイドキーで
もシャッターが切れます。

検索結果が表示されます。

検索結果が表示されます。候補が表示されます。検索
したい項目を押します。

AQUOS PHONE slider
に向かって検索したい単
語を話しかけます。

ホーム画面で「クイック
検索ボックス」の「　　」
を押します。

検索するキーワードを
入力します。
「　   」、または一覧表示
された検索項目を押し
ます。

ホーム画面で「クイック検
索ボックス」を押します。

カメラで撮る・見る10

写真を撮る

写真を見る

1

2

2

4

内容を確認し、
「同意する」また
は「同意しない」
を押します。
※「以後表示しな
い」にチェックをす
ると、今後表示され
ません。

3

大きく表示されます。

3

4

見たいアルバムを
押します。 見たい写真を

押します。

5

11 インターネットで検索する
Googleでキーワード検索する

Google音声検索TM で検索する

1 2 3

1 2 3 4



●

●

21 22

選択したWi-Fiネット
ワークに接続されてい
ることが確認できます。

「Wi-Fi」を押してオン
にします。

無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、
パケット通信料がかかります。
spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブック spモード編
をご覧ください。

「Wi-F i設定」を押しま
す。

「無線とネットワーク」
を押します。

ホーム画面で「　 メニュー
キー」を押し、「本体設定」
を押します。

接続に必要な情報を入
力し、「接続」を押します。

「Wi-Fiネットワーク」
に、現在検出されている
W i - F iネットワークが
表示されますので、接続
したいネットワークの名
称を押します。

楽しいコンテンツやサービスが満
載のドコモのスマートフォン向け
ポータルサイト。

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテ
ンツマーケットです。
アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約
5,000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅
広いジャンルでご提供。

コミック・文芸実用書が約30,000タイトル。
各出版社の人気書籍を配信。

あなたにあったアプリ紹介。
「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利
に使うためのアプリケーションをダウンロードするた
めのマーケットです。

ｉモードで利用できたコンテンツ
はもちろん、スマートフォンなら
ではの楽しくて便利なコンテンツ
や、お好みのコンテンツをご紹介。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 
便利なサービスが盛りだくさん。
料金確認やメール設定等、お客様
サポートも充実しています。

12 13スマートフォンを楽しむ
アプリケーションをダウンロードして、スマートフォンを自分
好みにカスタマイズできます。

 

スマートフォンでも
マイメニュー登録が可能。

各コンテンツを
ジャンル別にご紹介。

d メニュー

dマーケット

Androidマーケット

 マイメニュー

● VIDEOストア

● MUSICストア

● BOOKストア

● アプリ＆レビュー

 メニューリスト

Wi-Fiでインターネット接続する
Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由で
インターネット接続ができます。

5 6 7

1 2 3 4



知っておくと便利な機能
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ホーム画面で
「　 メニューキー」
を押し、「本体設定」
を押します。

ブラウザなどで、
「　 メニューキー」
を押し、「その他」
を押します。

「テキスト選択コ
ピー」を押します。

コピーしたい部分を
選択し、選択した箇
所をもう一度押すこ
とでコピーされます。

貼り付けしたい場
所の文字入力欄を
長押しし、「貼り付
け」を押します。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホ一ムページにも掲載しています。
ぜひご覧ください。

必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と
「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
※詳細はご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこ
ともできます。
また、AQUOS PHONE sliderで作成したアカウントをPCなどでも
ご利用になれます。

Googleアカウントを変更する場合、AQUOS PHONE sliderを初期化
していただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmailアド
レスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加するこ
とで変更可能です。
なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定した
アカウント以外、削除可能です。
【初期化の方法】
「ホーム画面」>「　　メニューキー」>「本体設定」>「プライバシー」>「オールリセッ
ト」>「携帯電話をリセット」>「ロック解除No.を入力する」>「すべて消去」
注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして
保存してください。

消費電力をきめ細
かく制御する機能
を設定できます。

液晶バックライトの消費電力を
きめ細かく制御する機能や
簡単な操作で設定できる
エコ技設定を搭載しています。

「省エネ設定」を押
します。

電池残量で切替を設定
すると、自動的にエコ技
モードを切り替えます。 

時間帯毎にモードを設定
すると、時間になると自動
的にモードを切り替えます。 

「エコ技」機能を
設定する

コピー＆ペースト
をする

1 2 3 4

よくあるご質問

Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか？

GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、
どのようにしたらいいでしょうか？

ドコモホームページ「お客様サポート」＞「よくあるご質問（FAQ）」

Q

Q

Q

Q

A

A

A


