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Section

SH-06Fにdocomo IDを設定すると、ドコモが提供するさまざまな
サービスを利用できるようになります。docomo IDを取得していな
い場合は、ドコモの公式サイトから新規登録を行いましょう。

11

docomo IDを設定する

docomo IDを設定する

docomo IDとは

「docomo ID」とは、ドコモが提供しているさまざまなサービスを、SH-06Fで利用するた
めのIDです。設定することでWi-Fi接続時でも「dマーケット」などのドコモの各種サービ
スが利用できるようになります。また、「ドコモメール」（Sec.17参照）にパソコンやタブレッ
トPCからもログインできるようになります。
また、ドコモのサービスを利用しようとすると、いくつかのパスワードを求められる場合があ
ります。このうちspモードパスワードは「お客様サポート」で確認したり再発行できますが、
「ネットワーク暗証番号」はインターネット上で確認・再発行できません。契約書類を紛失
しないように気を付けましょう。さらに、spモードパスワードを初期値（0000）のまま使って
いると、変更を促す画面が出てくることがあります。その場合は、画面の指示に従ってパ
スワードを変更しましょう。

 ●ドコモサービスで利用するID／パスワード

ネットワーク暗証番号
お客様サポート（My docomo）や、各種電話サービスを利用
する際に必要。契約書に記載されている。

docomo ID／パスワード
ドコモが提供するアプリやサービスを利用する際に必要（P.37
参照）。

spモードパスワード
spモードのサービスを利用する際に必要。初期値は「0000」
（P.42参照）。

ドコモアプリパスワード
ドコモアプリの利用する際に必要。初期値は「0000」。変更
は［設定］アプリの＜ドコモのサービス／クラウド＞で行うこと
ができる。

Application

4 ＜docomo IDを発行する＞をタッチし
ます。

1 ホーム画面を右方向にスライドして
＜お客様サポート＞をタッチします。

2 ドコモのお客様サポートページが開くの
で、画面を上方向にスライドします。

3 ＜docomo IDメニュー＞をタッチしま
す。

タッチする
スライドする

タッチする

タッチする
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1 入力する

2 タッチする

タッチする

タッチする

2 タッチする

1 タッチする

タッチする

タッチする

3 ［ご注意事項］画面が表示されるので、
内容を確認し、＜了承して進む＞をタッ
チします。

1 ホーム画面で をタッチし、アプリ画
面から＜ドコモ電話帳＞をタッチしま
す。

2 初回起動時は［クラウドの利用につい
て］画面が表示されます。＜次へ＞を
タッチします。

4 クラウドの同期が開始されます。
＜OK＞をタッチします。

クラウド機能を有効にする

電話帳に新規連絡先を登録する

1 P.56手順 1を参考に［ドコモ電話帳］
画面を表示し、＜連絡先＞をタッチし、
＜登録＞をタッチします。

2 入力欄をタッチし、 ［姓］と［名］の入力
欄に連絡先の情報を入力して、＜次
へ＞をタッチします。

3 その他の情報も入力し、完了したら
＜登録完了＞をタッチします。

1 入力する

2 タッチする

4 連絡先が登録されました。

連絡先が登録された

16

ドコモ電話帳を利用する

電話番号やメールアドレスなどの連絡先は、＜ドコモ電話帳＞で管
理することができます。クラウド機能を有効にすることで、電話帳デー
タが専用のサーバーに自動で保存されるようになります。

Application
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P.126手順 2 のメニューの を
タッチすると操作が1つ戻り、
をタッチするとメモ以外が非表示に
なる（もう一度タッチすると表示が
戻ります）、といった機能を利用で
きます。

「書」メモで
利用できる機能MEMO

8 書き込みした画像が［「書」ノート］アプ
リ（P.130参照）で表示されます。5 画面をなぞるとメモの書き込みができま

す。書き込みが終わったら、 をタッ
チすると、画像が保存されます。

6 ステータスバーを下方向にドラッグしま
す。

7 「書」メモの通知をタッチします。

ドラッグする

3 ペンの種類や色、太さなどが変更でき
ます。ペンの設定を行い、＜OK＞をタッ
チします。

4 手書きメモの入力が可能になります。
少し時間が経つとメニューが縮小表示
されますが、 をタッチすれば再び全
体が表示されます。

1 メモを入力したい画面（ここではブラウ
ザ）を表示して、 をタッチします。
［「書」メモとは］画面が表示されたら、
＜OK＞をタッチします。

2 を2回連続でタッチします。

「書」メモを利用する

タッチする

2回連続で
タッチする

1 設定する

タッチする

タッチする

2 タッチする

タッチする

37

「書」メモを利用する

「書」メモを利用すると、表示中の画面に手書きのメモを入力し、
画像として保存できます。SH-06Fでは、付属のスタイラスペンを使っ
て快適にメモを残すことができます。

Application
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入力する

入力する

4 予定が保存されます。手順 3 で設定
した日をタッチすると、予定が表示され
ます。

3 シールやアイコン、日時などを入力・
設定し、＜保存＞をタッチします。1 ＜新規作成＞をタッチします。

2 タイトルと本文を入力します。

予定を追加する

3 週間表示にするには、＜週＞をタッチ
します。

4 カレンダーが週間表示になります。同
様に、日表示やリスト表示にすることも
できます。

1 アプリ画面で＜スケジュール＞をタッチ
します。初回起動時は使用許諾規約
が表示されるので、＜同意する＞をタッ
チします。

2 1ヶ月のカレンダーが表示されます。翌
月を表示する場合は左にフリック、前月
を表示する場合は右にフリックします。

タッチする

スケジュールを表示する

左にフリックすると翌月

右にフリックすると前月

2 タッチする

1 入力・設定する

46
スケジュールで
予定を管理する
SH-06Fでは、スケジュールアプリを利用できます。［スケジュール］
アプリに予定を登録すると、NTTドコモの各種サービスと連携できる
ようになります。

Application

タッチする

タッチする
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目次から移動する

電子書籍を読む

1 ＜Playブックス＞アプリを起動して、
［マイライブラリ］画面を表示します。
購入またはダウンロード済みの電子書
籍が表示されるので、読みたい電子
書籍をタッチします。

2 電子書籍が表示されます。スキャンの
書籍は画面をダブルタッチやピンチアウ
トすると、拡大表示できます。画面の
左端や右端をタッチするか、左右にス
ライドすると、ページをめくることができ
ます。

3 画面をタッチすると、メニューやスライ
ドバーが表示されます。下側のスライド
バーでは総ページ数と現在のページを
確認できます。スライドバーの を左
右にスライドすると、ページを移動する
ことができます。

タッチする

タッチする

スライドする

4 をスライドしてページを移動した場合
は、もとの位置に が表示されます。
をタッチすると、もとのページに戻り

ます。

タッチする

2 スライドする

1 タッチする

1 電子書籍の表示中に画面をタッチし、
をタッチします。 3 選択したタイトルのページが表示され

ます。

4 画面をタッチすると、電子書籍の続き
を読むことができます。2 目次が表示されたら、読みたいタイトル

をタッチします。

タッチする

2 タッチする

1 タッチする

タッチする

54
Playブックスで
購入した電子書籍を読む
Google Playで購入した電子書籍は、＜Playブックス＞アプリで
読むことができます。目次を確認したり、しおりをはさんだり、紙の
書籍と同じように読書を楽しむことができます。

Application
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タッチする

タッチする

タッチする

2 ［無線とネットワーク］の＜その他＞を
タッチします。 4 ［テザリング］画面で、＜Wi-Fiテザリ

ングを設定＞をタッチします。

3 ＜テザリング＞をタッチします。1 アプリ画面で＜設定＞をタッチします。

Wi-Fiテザリングを設定する

Wi-Fiテザリングとは

SH-06FはXi契約のため、Wi-Fiテザリングを使ってもパケット料金の上限は変わ
りません。ただし、当月の通信データ量が契約した容量を超えるとリミットモード
となり、当月末まで通信速度が最大128kbpsに制限されてしまいます。

Wi-Fiテザリング利用時の通信料金MEMO

SH-06Fがあれば
いろいろな機器が同時に
インターネットにつながる！

無線LAN

無線LAN

無線
LAN ノートパソコン

インターネット

Wi-Fiテザリング

iPod touch

PS Vita

LTE／3G回線

iPod touch

PS Vita

SH-06F

タッチする

79
Wi-Fiテザリングを
設定する
「Wi-Fiテザリング」は、テザリングやモバイルWi-Fiルーターとも呼ば
れる機能です。SH-06Fを経由して、パソコンやゲーム機などをインター
ネットにつなげることができます。

Application
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