
アドレス帳の移行設定ガイド

以前に au 携帯電話をご利用していたお客様へ
Windows® Phone を購入する以前にお使いの au 携帯電話
（スマートフォン除く）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。

Windows Phone への転送は、下記の 4 つの Step で設定できます。

設定手順の概要

au one-IDをお持ちでない方は、au one-IDを新規取得。
au one-IDを既にお持ちの方は、ケータイPC連動設定を確認・設定し、Step２ へ

「au one アドレス帳」にアドレス帳を保存

［Marketplace］で「アドレス帳移行」アプリをインストール

「アドレス帳移行」アプリでアドレス帳を移行

Windows Phone に挿入されている auIC カードを以前にお使いの au 携帯電話（スマートフォン除く）に差し替え
てからの設定です。アドレス帳を移行させるために必要となる「au one-ID」の有無によって手順が異なりますので、
ご注意ください。

Step 1 同様、以前にお使いの au 携帯電話（スマートフォン除く）に auIC カードを差し替えたままの設定です。電
話のアドレス帳データを無料で預けられる「au one アドレス帳」へデータを保存します。変更前の au 携帯電
話機種によって手順が異なりますので、ご注意ください。 

auIC カードを Windows Phone に差し替えて、Windows Phone にアドレス帳を移行するためのアプリ
「アドレス帳移行」を Marketplace からインストールします。

「アドレス帳移行」アプリを使って、Windows Phone にアドレス帳を移行します。
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au 携帯電話（スマート
フォン除く）でバーコー
ドを読み込み au one-
ID取得ページへ

au 携帯電話（スマート
フォン除く）でバーコー
ドを読み込みケータイ
PC 連動設定ページへ

［au one-ID を登録す
る］を選択

［はい］を選択 本人確認のためセキュリ
ティパスワードを入力
※初回設定パスワードはご契
約時に設定されたお客様の
暗証番号 (4ケタ )が設定さ
れています

本人確認のためセキュリ
ティパスワードを入力
※初回設定パスワードはご契
約時に設定されたお客様の
暗証番号 (4ケタ )が設定さ
れています。

パスワードを入力し
[ 登録する ] を選択。
au one-IDの新規取得
完了

お持ちの au one-IDと
パスワードを入力し、 
［OK］を選択。ケータイ
PC 連動設定完了

au one-IDの新規取得
お持ちの au one-ID でケータイ PC 連動設定します。

au one-IDのケータイ PC連動の確認・設定au one-IDを既にお持ちの方

au 編

au one-ID取得ページより、新規に au one-IDを取得します。

au one-IDをお持ちでない方

au one-IDをお持ちでない方は、au one-IDを新規取得。
au one-IDを既にお持ちの方は、ケータイPC連動設定を確認・設定し、Step２ へ

本手順は、Windows Phone に変更する前の au 携帯電話（スマートフォン除く）に auIC カードを差し替えてからの設定です。

※ au携帯電話で au one-IDを新規取得した方は、ケータイ PC 連動設定済みです。Step2にお進みください。
※ [au one-IDトップ ]→ [au one-ID 会員情報 ]のケータイ PC 連動より、設定を確認できます。ケータイ PC 連動　ON と記載されている場合、ケータイ PC 連動
が設定済みです。

※ケータイ PC 連動済みの au one-ID のパスワードは、お持ちの au 携帯電話で [au one-IDトップ ]→ [au one-ID 会員情報 ]の au one パスワードの変更より、
新しいパスワードに再設定できます。

au のスマートフォンをお使いの方は、「アドレス帳の移行設定ガイド」
の手順にて移行いただけます。



本手順は、インストールしたアプリ「アドレス帳移行」を使って、Windows Phone にアドレス帳
を移行します。

「アドレス帳移行」アプリでアドレス帳を移行
Step
4

●本設定には以前にお使いの au 携帯電話機（auIC 対応携帯電話）が必要です。ご注意

●EZweb は、KDDI 株式会社の登録商標です。
●Microsoft、Internet Explore ロゴ、MSN ロゴ、Office ロゴ、Windows、Windows ロゴ、Windows Live、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。

本手順は、Step 2 で転送設定を完了し
た変更前の au 携帯電話から Windows 
Phone に auIC カードを差し替えてから
の設定です。
「au one アドレス帳」に保存したアドレス
帳を、Windows Phone に移行するため
のアプリ「アドレス帳移行」をインストール
します。

［Marketplace］で「アドレス帳移行」アプリをインストール

上記操作を実施後に、auIC カードを Windows Phone に差し替えてください。
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アドレス帳の［サブメニュー］
を選択

注意文が表示されるので［決定
キー］を選び、［はい］を選択。

サブメニューから［au one 
アドレス帳］を選択

［更新する］を選んだら完了

ロック No. を入力。表示さ
れた画面で、［保存］を選ぶ

注意文が表示されるので［決定
キー］を選び、［はい］を選択。
［更新する］を選んだら完了

アプリ一覧から
「アドレス帳移
行」アプリを立
ち上げる

Step1 で登録した au one-
ID とパスワードを入力し、
［ログイン］を押す

「アドレス帳移行完了」と
表示されたら、アドレス帳
の移行は完了

本手順は、変更前の au 携帯電話がダイレクト保存対応機種以外の方の設定です。au one トップを経由し、下記
の手順を行うと、「au one アドレス帳」にアドレス帳を保管できます。

au one アドレス帳にデータを保存ダイレクト保存対応機種以外の場合

EZweb で［au one トップ］
を選び、［5 使える］を選択

［アドレス帳］を選択 ［ケータイから保存］を選び、
表示された画面でも［ケー
タイから保存］を選択

ロック No. を入力。表示さ
れた画面で［保存］を選択

Step
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［　  ］ボタンを押して「アドレス
帳移行」もしくは「アドレス帳」
アプリを検索し、インストール

［ ス タ ート 画 面 ］ か ら
［Marketplace］タイルを選択

以上で、すべての手順が
完了です。以前お使いの 
au 携帯電話のアドレス
帳 を Windows Phone 
に移行できました。

本手順は、変更前の au 携帯電話がダイレクト保存対応機種の方の設定です。下記の手順を行うと、「au one 
アドレス帳」にアドレス帳を保管できます。

「au one アドレス帳」にアドレス帳を保存

本手順は、Step 1 同様、Windows Phone に変更する前の au 携帯電話での設定です。
「ダイレクト保存対応機種」かどうかによって設定が異なりますので、ご注意ください。
※「ダイレクト保存対応機種」かどうかは、こちらでご確認いただけます。
　 http://www.au.kddi.com/address/taiou.html
　 （au ホームページ→サービス→ EZweb→ au one アドレス帳→対応機種）

au one アドレス帳にデータを保存ダイレクト保存対応機種の場合

※アプリのインストールには、Windows Live ID 
が必要です。


