クラウドバックアップソフト「AOS Cloud」簡単マニュアル
ダウンロード＆インストール
以下の手順に従って、アプリのインストールを行ってください。

STEP 1:
ホーム画面またはアプリ一覧の「設定」アプリのア
イコンをタップします。

STEP 2:
設定画面で「提供元不明のアプリとアプリを確認す
る」の項目を以下のように設定します。
・提供元不明のアプリ → チェックを入れる
・アプリを確認する → チェックを外す
※「提供元不明アプリ」にチェックを入れるとき、
確認ダイアログが表示されるので「OK」をタップし
てください。
※端末や OS のバージョンによって表示が異なる場
合 があります。

STEP 3:
ブラウザアプリを起動して、アドレス(URL) 入力欄
に下記 AOS Cloud ダウンロード＆起動画 面のアド
レスを入力して「実行」ボタンをタップします。

ダウンロード＆起動画面（スマホ画面）アドレス

https://ars.aostech.co.jp/aoscloud/

STEP 4:
AOS Cloud アプリのダウンロード＆起動画面で 、ア
クセスナンバー入力欄に、14 桁のライセンスキーを
入力して、「次へ」ボタンをタップします。

STEP 5:
AOS Cloud インストーラーアプリのダウンロード画
面で、「ダウンロード」ボタンをタップします。

STEP 6:
ファイル保存の確認ダイアログの「OK」ボタンをタ
ップします。
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STEP 7:
通知バーにダウンロードアイコン
が表示さ
れるので、バーを下方向にスワイプ（指を画面につ
けたまま下に移動させる）します。

STEP 8:
AOS Cloud インストーラーアプリのダウンロード完
了通知をタップします。

STEP 9:
AOS Cloud インストーラーアプリのインストール確
認画面が表示されるので、「インストール」ボタンを
タップします。
※「インストール」ボタンが「次へ」ボタンになっ
ている場合は、「次へ」ボタンをタップして内容をす
べて表示してください。

STEP 10:
インストール完了画面の「完了」ボタンをタップし
ます。

STEP 11:
AOS Cloud インストーラーアプリのダウンロード＆
起動画面が表示されるので、「起動」ボタンをタップ
します。

STEP 12:
インストーラーアプリが起動して、ユーザー登録画
面が表示されます。

引き続き、ユーザー登録と AOS Cloud のインストー
ルを行う場合は、次の STEP に進んでください。
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STEP 13:
ユーザー（アプリ利用者）のメールアドレスを入力
して「登録」ボタンをタップします。

STEP 14:
AOS Cloud のインストール確認画面が表示されるの
で、「インストール」ボタンをタップします。

STEP 15:
AOS Cloud のインストールが完了しました。アプリ
を起動する場合は「開く」ボタンをタップしてくだ
さい。

STEP 16:
AOS Cloud アプリが起動しました。
アプリの利用を開始するには、新規登録と初期設定
を行う必要があります。

二回目以降に AOS Cloud アプリを起動するには、ホーム
画面またはアプリ一覧画面のアプリアイコンをタップし
てください。

新規登録と初期設定
以下の手順に従って、新規アカウント登録と初期設定を行ってください。

STEP 1:
AOS Cloud アプリを起動して、「新規登録」をタップ
します。

STEP 2:
メールアドレス、パスワード、（お持ちの場合は）紹
介コード/eGift コードを入力して「以下の規約に同意
して送信」をタップします 。
※メールアドレスは AOS Cloud アプリのインストー
ル時に入力したものと同じメールアドレスを入力し
てください。
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STEP 3:
「新規登録の確認」ダイアログが表示されますの
で、メールアドレスを確認の上「続行」をタップし
て閉じてください。次の画面に進みます。

STEP 4:
バックアップする項目を選択して「完了」をタップ
します。

STEP 5:
Android 端末を探す機能を使用するかしないかを選択
して、
「完了」をタップします。

STEP 6:
SMS による応答機能を使用するかしないかを選択し
て、「完了」をタップします。

STEP 7:
「設定完了」ダイアログが表示されますので、
「OK」をタップして閉じてください。

STEP 8:
アプリのホーム画面が表示されます。これでインス
トール作業は完了です。
※初期状態で全体容量は 1G と表示されますが、登
録処理後、自動で無制限プランに切り替わりますの
で 「無制限プラン」ボタンは押さないでください。
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便利な活用方法
復元

バックアップデータの復元

アプリ、または Web コンソールからバックアップしたデータを復元できます。

■アプリから復元する

■Web コンソールから復元する
1. アプリのホーム画面で「復
元」をタップし、対象データが
ある端末を選択します。

2. 復元可能なものを各カテゴリ
で表示しています。各項目をタ
ップすると下階層へ移動するこ
とができます。

3. 復元したいものの左側にチェ
ックを入れます。

1. ログインしてバックアップデータへ移動し、対象データが
ある端末を選択します。

2. 各カテゴリのアイコンをクリックしていき、対象データに
チェックを入れます。

3. 「ダウンロード」をクリックします。
4. 「復元」をタップします。
4. 保存する場所を指定すると、ただちに復元を開始します。
5. 確認ダイアログが表示される
ので、確認の上「続行」をタッ
プします。ただちに復元を開始
します。

その他機能

バックアップしたファイルの閲覧、削除を行ったり、万が一 Android 端末を紛失した場合に、別の端末から捜索することがで
きます。

■クラウドギャラリー

■Android 端末を探す

クラウドギャラリーで、バックアップ済みの画像の閲覧、 削除、復
元を行います。

「端末を探す」をタップすると、下画面が表示されます。「端
末を探す機能を使用する」にチェックを入れると、この端末の
位置情報をモニターすることができます。 また「SMS による
応答機能を使用する」にチェックを入れ、任意のメッセージを
指定しておくと、別の端末から SMS でこのメッセージを送信
して、返信でこの端末の位置情報を取得したり、呼び出し音を
鳴らすこともできます。
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動作環境
■対応 OS

・画像/写真

Android 4.0.3 ～

[jpeg] [jpg]
・ビデオ

■内蔵メモリ

[3gp] [mp4] [mkv] [avi] [ts] [webm]

10MB 以上の空き容量

・音楽
■ネットワーク

[wmd] [wma] [mp2] [mpa] [mp3] [rmi] [aif] [aifc] [aiff] [rt] [rm] [ram] [ra]
[rp] [mpga] [aac] [wav] [flac] [m3u] [m4b] [pls] [m4a] [amr]

Wi-Fi 経由でインターネットに接続可能な回線

・書類
■バックアップ可能なデータ

[doc] [docx] [html] [txt] [rtf] [xls] [xlsx] [ppt] [pptx] [pdf] [pages] [csv]
[odf] [odt] [ods] [odp] [sxw] [sxc] [tsv] [snb]

・連絡先
・発信/着信履歴
・SMS
・カレンダー
・画面/着信音/システム設定
・ブックマークと履歴

注意事項
・古い機種(2012 年モデル以前)の C メールはバックアップできない可能性があります。
・連絡先の情報のうち、フリガナやグループ名が正しく復元されない端末があります。
・画像/写真、ビデオ、音楽、および書類の世代管理は行いません。より新しいファイルがバックアップに上書きされます。
・復元する時は、画像/写真、ビデオ、音楽、および書類はバックアップする前と同じ場所に復元します。画面/着信音/システム設定、ブック
マークと履歴は、バックアップ前と同じ端末でないと、復元先で必要とする場所と異なる場所に復元される可能性があります。
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