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M04 
GoogleTMアカウント新規登録操作手順 

  
arrows M04 でGoogle アカウントを新規作成するには、以下の手順で行ってく
ださい。LTEネットワークでの接続またはWi-Fi 接続が必要となります。 
 
1. ホーム画面で左へフリックして
アプリ一覧を表示 

2. ［設定］

 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
3. ［アカウント／バックアップと
リセット］ 

4. ［アカウント］

 
※本書に掲載している画面はイメージです。実際の製品と異なる場合があります。 
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5. ［アカウントを追加］ 6. ［Google］をタップしてしばらく

待つ 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 
7. ［その他の設定］ 8. 「アカウントを作成」
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9. 「姓」と「名」を入力して［次へ］ 10. 「生年月日」「性別」を入力して
［次へ］ 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
11. 設定したいユーザー名を入力して
［次へ］ 

 

 

▊補足 
手順 11 で設定したユーザー名で
GmailTMアドレスが作成されます。 
Gmailアドレスがすでに第三者に取得
されている場合、「このユーザー名は
既に使用されています。別のユーザー
名を選択してください。」と表示され
ます。別のユーザー名を入力するか、
［候補］からお好みのユーザー名を
タップし、［次へ］をタップします。 
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12. 任意のパスワード（8 文字以上）
を入力し、同じパスワードを下欄
に入力して［次へ］ 
※Google アカウントとパスワー
ドは忘れないように、メモなど
をお取りください。

13. 再設定用の電話番号が表示され
るので確認して［次へ］ 
※電話番号の確認をしない場合
は［スキップ］→手順15 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
14. ［確認］をタップしてしばらく待つ 15. 上方向にスライドし、最下部を表示

して［同意する］ 

 
 

         

       



 

5
 

 
16. ［次へ］をタップしてしばらく待つ 17. ［次へ］ 

※ サービスの内容を確認し、必要
に応じてチェックを入れます。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
18. 「アカウント」が表示されたら
［Google］ 

19. 作成した Gmail アドレスが「アカ
ウント」に表示されていることを
確認 

 
 

 

 

 

以上で操作完了です。 
  

▊ 補足 
Google サービスの各項目につい
て、同期するかを設定できます。 



 

6
 

 
 プレフィックス※通話をご利用になるお客様へ 
「NX!電話」「電話‐かんたんセット」のアプリでプレフィックス通話を利用すること
ができます。 
プレフィックス通話を利用するには、プレフィックス番号を登録する必要があります。 
設定は以下の手順で行ってください。  
※プレフィックスとは、電話番号の先頭に付与する特定の番号です。特定の番号を付与
することにより、そのプレフィックスに応じたサービスを受けることができます。  

 「NX!電話」から登録するには 
 →「電話」→  →「設定」→「全般設定」→「プレフィックス設定」→  → 

「追加」→ 名前、プレフィックス番号を入力して「ＯＫ」→ 追加した項目の  を
タップ 

 
 「電話‐かんたんセット」から設定するには 

 →「メニュー」→「プレフィックス設定」→  →「追加」→ 名前、プレフィッ
クス番号を入力して「ＯＫ」→追加した項目の  をタップ 

 
− 「電話帳‐かんたんセット」から確認することもできます。 

 →「メニュー」→「プレフィックス設定」→  →「追加」→ 名前、プレフィッ
クス番号を入力して「ＯＫ」→ 追加した項目の  をタップ 

 
❏ ご契約内容などによりご利用になれない場合があります。プレフィックス通話が利
用可能かどうかはお客様がご契約されている事業者にご確認下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Google、Google Play およびその他のマークは、Google Inc. の商標です。 
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