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i O S

A n d r o i d

「mineoアプリ」を使うにあたって、まずはアプリのインストールを行

います。

下記の方法に従ってインストールしてください。

4

はじめに

インストール手順

「App Store」を起動します。

「検索」を選択し、検索画面へ遷移します。

検索ボックスに「mineoアプリ」を入力し、検索を行います。

「入手」を選択し、その後「インストール」を選択します。

Apple IDでサインインしていない場合はApple IDとパスワードを入力しサイ

ンインします。

インストールが実行され、ホーム画面に「mineoアプリ」のアイコンが表示

されます。

「Google Play」を起動します。

「Google Play ストア」にログインしていない場合はGoogleアカウントでロ

グインします。

検索ボックスに「mineoアプリ」を入力し、検索を行います。

インストールを選択し、アプリ権限の確認画面の[同意する]を選択します。

インストールが実行され、ホーム画面に「mineoアプリ」のアイコンが表示

されます。

インストールする
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操作方法

「mineoアプリ」を起動すると、mineoのロ

ゴ画面が1番最初に表示されます。

最新バージョンがリリースされている場合、

「アップデート通知」画面が表示される時

があります。[アップデートする]ボタンを

選択するとストアアプリが起動するので、

新しいアプリへとアップデートを行ってく

ださい。

5

第1章

「mineoアプリ」のインストールが完了したら、早速起動してみましょ

う。実際にアプリを起動した時の動きは下記のようになっています。

ログインする

ログイン



アプリ初回起動時には「利用規約」および

「プライバシー」が表示されますので、内

容をご確認ください。

［同意する］ボタンを選択すると、mineo

アプリがご利用いただけます。

6

アプリ初回起動時にはウォークスルーが表

示され、このアプリの機能について簡単な

説明をします。

この内容は、「チュートリアル」(54ペー

ジ)からいつでも確認することが可能です。

ウォークスルー最終ページの[ログイン]ボ

タンを選択すると、eoIDログイン画面が表

示されます。

ここで、eoIDとパスワードを入力してログ

インを行ってください。
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最後に『マイネ王』ログイン画面が表示さ

れます。SNSアカウント、マイネ王アカウ

ントでログインすることが可能です。

また、この画面は[キャンセル]ボタンでス

キップ可能ですが、アプリ内の一部の機能

が利用できなくなります。

※Android版では、facebookアカウントで

のログインはできません

『ホーム画面』へ (7ページ)

次に、「mineoアプリ」にログインするご

利用番号を選択します。

ご利用番号が1つしかない場合はこの画面は

表示されません。

090-1111-****

090-2222-****

090-3333-****

090-5555-****

090-4444-****



ホーム画面の見かた
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第2章

アプリを起動、タブバーの[ホームアイコン ]を選択すると『ホーム』

画面が表示されます。

ここでは情報の確認や設定画面への遷移を行うことができます。

※ご契約のサービスにより一部ご利用できない機能がございます。

ホーム
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パケット残容量
現時点で利用可能なパケットの残容量を確認
できます。

回線名称/利用番号
『ご利用番号』画面へ遷移します。(eoID連携
時のみ)

58ページ「ご利用番号を選択する」⇒

編集ボタン
ホーム画面下部に表示されるショートカット
アイコンの編集(並び替え)をします。

16ページ「ホーム画面を編集する」⇒

ユーザーアイコン
『アカウント設定』画面へ遷移します。

58ページ「アカウントを設定する」⇒

5 容量詳細ボタン 容量詳細情報画面に遷移します。
33ページ「データ容量の詳細を確認する」⇒

6 更新ボタン 現在のホーム画面を更新します。

7 今月末無効パケット
今月末で無効となるパケット容量を表示して
います。

8
ショートカット

アイコン

(※詳細は下記参照)

各画面へのショートカットを行います。また、
アイコンを長押しすると『ホーム編集(アイコ
ン並び替え)』画面へ遷移します。

9 追加ボタン
『ホーム編集(アイコン追加)』画面のアイコン
追加モードへ遷移します。

10 コース名(※)
ご契約中のマイそくのコースを表示していま
す。

11 現在の最大速度(※)
ご契約中のコースに応じた現時点の最大速度
を表示しています。

12 24時間データ使い放題
(※)

『24時間データ使い放題』画面へ遷移します。
18ページ「24時間データ使い放題を利用する」⇒

※マイそくをご利用中の場合に表示されます。



フリータンクから引き出す (※1)

フリータンクに貯蔵されているパケットを引き出すこと
ができます。

ショートカットアイコン

ホーム画面に配置することができるショートカットアイコンの一覧です。
それぞれのアイコンの詳細は対象ページをご確認ください。

29ページ「フリータンクから引き出す」⇒

10

フリータンクに入れる (※1)

自分の残りのパケット数(データ容量)から任意のパケット
数をフリータンクへ貯蔵します。

27ページ「フリータンクに入れる」⇒

ギフトを贈る

自分の残りのパケット数から任意のパケット数を他の
ユーザーへプレゼントします。

25ページ「ギフトを贈る」⇒

ギフトを受け取る

他のユーザーから贈られてきたパケットを受け取ります。

23ページ「ギフトを受け取る」⇒

パケットシェア

シェアメンバーの確認と変更が行えます。

32ページ「パケットをシェアする」⇒
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料金情報

ブラウザで「料金情報」画面が開きます。

32ページ「料金情報を確認する」⇒

チャージする

パケットのチャージが行えます。

31ページ「パケットをチャージする」⇒

基本データ容量/速度変更（コース変更）

基本データ容量/速度（コース）の確認、変更のお申し込
みが行えます。

34ページ「コース変更を申し込む」⇒

オプションサービス

『オプションサービス』のウェブページを開きます。

35ページ「オプションサービスを申し込む」⇒

チュートリアル

各種チュートリアルを確認することができます。

57ページ「チュートリアルを確認する」⇒

紹介用URL

他のユーザーに自分の紹介用URLを発行します。

61ページ「友達に紹介する」⇒
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ChargeSPOTミニアプリ

スマホ充電レンタルサービスChargeSPOTを、mineoアプ
リからすぐに利用できます。

40ページ「ChargeSPOTを利用する」⇒

渋谷入館証 (※1)

mineo 渋谷に入館するための証明コードを発行します。

41ページ「mineo 渋谷の入館証を発行する」⇒

ファン∞とく (※1)

利用可能な特典を確認、および利用することができます。

41ページ「利用可能な特典を確認する」⇒

壁紙ダウンロード

『壁紙ダウンロード』画面を開きます。

42ページ「壁紙をダウンロードする」⇒

mineoスイッチ(※2)

HAPPY METER

節約モードのON・OFFを切り替えることができます。

21ページ「節約モードを切り替える」⇒

現在のHAPPY METER値が表示され、『HAPPY 
METER』のウェブページを開きます。

40ページ「HAPPY METERを確認する」⇒



13

マイネ王防衛軍

ミニゲーム「戦え！マイネ王防衛軍」を遊ぶことができ
ます。

43ページ『マイネ王防衛軍を利用する』⇒

mineoさんぽ (※1)

日々の歩数で無料チップを取得できます。

43ページ『mineoさんぽを使用する』⇒

回線一覧

現在利用している回線の一覧を確認することができます。

21ページ「節約モードを切り替える」⇒

ユーザーサポート

AIチャットサポートやメール問い合わせなどが行えます。

57ページ「ユーザーサポートを確認する」⇒

AIチャットサポート

ブラウザで「AIチャットサポート」画面が開きます。

57ページ「ユーザーサポートを確認する」⇒

mineoレーダー (※1)

近くにいるmineoユーザーを探すことができます。

38ページ『マイネオレーダーを使用する』⇒
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ゆずるね。詳細

現在のゆずるね。宣言状況の確認、宣言の実施を行えま
す。

36ページ「ゆずるね。の状況を確認する」⇒

Photography (※1)

写真を投稿し交流するコンテンツです。写真のテーマを
作成し、コンテストの開催などが行えます。
（使い方の詳細はPhotographyページにてご確認くださ
い。）

プレミアム1DAYパス(※2)

現在のプレミアム1DAYパスの利用状況の確認、パスの利
用を行えます。

37ページ「プレミアム1DAYパスを利用する」⇒

ゆずるね。宣言スイッチ(※2)

ゆずるね。の宣言状態の確認、宣言の実施を行えます。

35ページ「ゆずるね。を宣言する」⇒

自動節約設定(※2)

現在の自動節約設定状態の確認、設定の変更を行えます。

44ページ「自動節約設定状態を確認する」⇒

アンバサダー

紹介アンバサダー、サポートアンバサダー、共創アンバ
サダーの状態を確認することができます。

44ページ「アンバサダーランクを確認する」⇒

https://king.mineo.jp/helps/guide/336
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パスケット

パスケットへの出し入れなど操作ができます。パスケッ
トの中のパケットは、無期限に繰り越しができます。

46ページ「パスケットを利用する」⇒

SIM切替ショートカット

利用中SIMの確認や、SIM切替設定画面へショートカット
することができます。

47ページ「SIM切替ショートカットを利用する」⇒

CMを見る

動画広告を視聴することでパケットを取得することがで
きます。

45ページ「CMを見る」⇒

シェアスペース(※2)

プレミアム1DAYパスの共有の場『シェアスペース』の
ウェブページを開きます。

37ページ「シェアスペースを確認する」⇒



操作方法

ホーム画面を編集する

『ホーム』画面の[編集ボタン]を選択すると『ホーム編集(アイコン並び替え)』画

面へ、[追加ボタン ]を選択すると『ホーム編集(アイコン追加)』画面へ切り替

わります。

ここでは任意のショートカットアイコンの追加・並び替えが行えます。

『ホーム編集(アイコン追加)』画面では、

ホーム画面に追加したいショートカットア

イコンを右の一覧から選択します。

追加したいアイコンを選択すると、ホーム

画面のショートカットアイコン一覧の末尾

に追加されます。

アイコン追加はホーム画面にすべての

ショートカットアイコンが配置されていな

い時のみ行えます。

『ホーム編集(アイコン並び替え)』画面で

は、ホーム画面に表示されているショート

カットアイコンの並び替えや一覧からの削

除が行えます。アイコンの整理を行った後、

右上の[決定]ボタンを選択すると、内容が

ホーム画面へ反映されます。

また、右下の[追加]ボタンを選択すると

『ホーム編集(アイコン追加)』画面へ遷移

します。

16



ログインスタンプを受け取る

お知らせを確認する

17

アプリ起動時にmineoからのお知らせを確認するこ

とができます。

アプリの当日初回起動時、1日1回のみログイン

ボーナスとしてスタンプが貰えます。

スタンプを貯めると、パケットを入手することが

できます。



速度制限を解除する

「24時間データ使い放題」を利用することで、利

用開始の手続き完了後から24時間は高速通信をご

利用いただけます。

※利用開始まで数分程度かかる場合があります。

※通信速度はベストエフォートです。

18

初回もしくは課金ロック中はeoIDによ
る認証が必要となります。



タブバーの[機能アイコン ]を選択すると『機能』画面が表示されます。

ここでは料金情報の確認やパケットの共有や、おトクなサービスを受け

たり、他ユーザーとの交流等が行えます。

※ご契約のサービスにより一部ご利用できない機能がございます。

機能一覧

機能画面の見かた

19

第3章

1

2

データ通信
節約モードの切り替えやゆずるねの宣言・確
認ができます。

パケットを追加・共有
する

様々な方法でパケットを追加したり、自分の
パケットを他のユーザーとシェアすることが
できます。

機能

1

2

3

４



4 その他
料金情報やデータ容量詳細の確認、オプショ
ンサービスの申し込みを行います。

3 Fun with Fans!
おトクなサービスを受けたり、他ユーザーと
の交流することができます。

20
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節約モードを切り替える

「節約モード」は通信速度を制限することで、データ通信量の消費を抑えること

ができるモードのことです。

「節約モード」は『機能』画面か、『ホーム』画面『回線一覧』画面でON/OFF

を切り替えることが可能です。

mineoスイッチで切り替える

『機能』画面にある「節約モード」欄には[mineoスイッチ]

があります。

そのスイッチを選択することで「節約モード」の切り替え

が可能です。

回線一覧で切り替える

『機能』画面の「回線一覧」のメニューを選択すると、現

在使用している回線が一覧として表示されます。

その回線一覧にも、[mineoスイッチ]が設置されており、

ここからでも「節約モード」の切り替えが可能です。
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mineoスイッチ自動節約設定で切り替える

mineoスイッチのON/OFFを自動で切り替えできるよう、スケ

ジュール設定が可能です。

『機能』画面にある「データ通信」欄の「mineoスイッチ自

動選択設定」アイコンを選択すると、スイッチのON／OFFの

スケジュール設定状況が表示されます。

「設定変更はこちら」を選択すると、スイッチON/OFFスケ

ジュールの設定ページに移動します。



ギフトを受け取る

『ホーム』または『機能』の[ギフトを受け取る ]アイコンを選択すると

『ギフトを受け取る』画面へ遷移します。

ここでは、他のユーザーからギフトとして贈られてきたパケットを受け取ること

ができます。ギフトの受け取り方はギフトコードの入力、QRコード読み取りの2

種類あります。

「ギフトコード（8桁）を入力」に他のユー

ザーから送られてきたギフトコードを半角

英数字8桁で入力し、[ギフトを受け取る]

ボタンを選択します。

[ギフトを受け取る]を選択し、ギフトの受

け取りに成功すると確認画面が表示されま

すので、[OK]ボタンを選択します。

23

ギフトコードで受け取る

①

②



QRコードで受け取る

『ギフトを受け取る』画面下部の[QRコー

ド読み取り]メニューを選択します。

[QRコード読み取り]を選択するとQRコード

リーダーが起動しますので、贈られてきた

QRコード全体を枠内に収めるように読み取

らせます。

※iPadにて画面分割機能を利用中の場合は

カメラが利用できないため、他のアプリを

閉じてからQRコードを読み取ってください。

QRコードの読み取りに成功すると、確認画

面が表示されますので、[OK]ボタンを選択

します。

24



操作方法

ギフトを贈る

『ホーム』または『機能』の[ギフトを贈る ]アイコンを選択すると『ギフト

を贈る』画面へ遷移します。

ここでは、自分の残りパケット数から他のユーザーへ任意の容量のパケットギフ

トを発行することが可能です。

「ギフト容量を入力」にギフト発行する
データ容量を入力し、[ギフトを贈る]を選
択します。

ギフト容量を設定し、[ギフトを贈る]を
選択すると確認画面が表示されます。
そのまま贈る場合は[OK]を、ギフト容量を
変更する場合は[キャンセル]を選択します。

25

※設定するギフト容量が「ギフト可能
容量」や10MBよりも少ない場合は
ギフトを発行することができません。

①

②



ギフトをキャンセルする

26

確認画面で[OK]を選択するとギフトコード

が発行されます。

発行されたギフトコードはLINE、メール、

端末の共有機能を用いて送ることが可能で、

画面下部のアイコンを選択することでそれ

ぞれのアプリケーションが起動します。

『ギフトを贈る』画面の[▶発行履歴]を選

択します。

[▶発行履歴]を選択すると、パケットギフ

トコード発行履歴画面が表示されます。

この画面でキャンセルしたいギフトコード

の下にある[発行をキャンセルする]を選択

します。

※表示されたギフトコードを長押し
タップするとコピーできます。



操作方法

27

パケットギフトコード発行履歴画面で[発行

をキャンセルする]を選択すると、対象のギ

フトコードがキャンセルされます。

フリータンクに入れる

『ホーム』または『機能』の[フリータンクに入れる ]アイコンを選択する

と『フリータンクに入れる』画面へ遷移します。

ここでは、余ったパケットをフリータンクへ貯蔵することで他のユーザーにシェ

アすることができます。

「タンクに入れるパケット量を入力」に貯

蔵するデータ容量を10MB以上で入力します。

その際に、他のユーザーに向けて200文字以

内のコメントを任意に残すことができます。

貯蔵する通信量とコメントを設定した後

[タンクに入れる]を選択します。
①

②
※自分の残りパケット数よりも多く設
定する、設定する容量が10MBより少
ない場合はフリータンクに貯蔵するこ
とはできません。



28

貯蔵するパケット数を設定し、[タンクに入

れる]を選択すると、確認画面が表示されま

す。

そのまま貯蔵する場合は[OK]を、貯蔵する

パケット数やコメントを変更する場合は

[キャンセル]を選択します。

確認画面で[OK]を選択するとフリータンク

への貯蔵が完了します。

終了画面では[コメントを見る]ボタンを

選択すると、『マイネ王フリータンク』の

ウェブページを開きます。[OK]ボタンを

選択すると、現在表示されている画面を

閉じます。



操作方法

フリータンクから引き出す

『ホーム』または『機能』の[フリータンクから引き出す ]アイコンを選択す

ると『フリータンクから引き出す』画面へ遷移します。

ここでは、フリータンクに貯蔵されているパケットを引き出すことができます。

「タンクから引き出す通信量を入力」に、

フリータンクから引き出したい10MB以上の

データ容量を設定します。

設定後、他のユーザーに向けてコメントを

20～200文字で入力し[確認する]ボタンを

選択します。

引き出すパケット数とコメントを設定し、

[確認する]を選択すると、確認画面が表示

されます。

そのまま引き出す場合は[OK]を、引き出す

パケット数やコメントを変更する場合は

[キャンセル]を選択します。

29

①

②

③ ご利用の際は、[確認する]ボタン下の
注釈事項をご確認ください。



災害支援用タンクについて

災害支援用タンクとは、自然災害等で

災害救助法が適用された市町村と契約

住所が合致しているmineoユーザーが

利用できるタンクです。

災害支援用タンクからの引き出しは、

フリータンクの引き出し条件には該当

しないため、災害救助法が適用された

日から2週間の間、通常より多くパ

ケットを引き出すことが可能です。(1

日1回・2GBまで。期間中合計10GBま

で)

確認画面で[OK]を選択するとフリータンク

からの引き出しが完了します。

終了画面では[コメントを見る]ボタンを

選択すると、『マイネ王フリータンク』の

ウェブページを開きます。[OK]ボタンを

選択すると、現在表示されている画面を

閉じます。

30



操作方法

パケットをチャージする

『ホーム』または『機能』の[チャージする ]アイコンを選択すると『パケッ

トチャージ』画面に遷移します。

ここでは、一度に1GBまでパケットを購入することができます。

チャージする量をプルダウンより選択し、

[今すぐチャージ]を選択すると、チャージ

内容確認画面に遷移します。

金額及びチャージ量を確認し、問題がなけ

れば[決定]を選択すると、パケットチャー

ジが完了します。

①

②

初回もしくは課金ロック中はeoIDによ
る認証が必要となります。

31



パケットをシェアする

料金情報を確認する

32

『ホーム』または『機能』の[料金情報 ]アイ

コンを選択するとブラウザで『料金情報』ページ

を開きます。

ここでは、mineoのご利用金額が確認できます。

『ホーム』または『機能』の[パケットシェ

ア ]アイコンを選択すると『パケットシェ

ア』画面に遷移します。

ここでは、パケットシェア中のメンバーとリー

ダーを確認することができます。

シェアメンバーの変更などを行う場合は、[各種設

定変更はこちら]を選択すると『パケットシェア』

のウェブページが開きます。

マイネオ 太郎 様

6,000円
（444）円

6,000円



データ容量の詳細を確認する

33

過去の利用履歴を確認する

『データ容量詳細』画面の「過去の利用履歴はこち

ら」を選択すると『過去の利用履歴』画面に遷移し

ます。

ここでは、最大で過去3カ月分の日毎の通信量/パ

ケットギフト量/フリータンク・チップ使用量を確認

できます。

『ホーム』の [データ容量詳細]ボタン を選

択すると『データ容量詳細』画面へ遷移します。

ここでは、基本データ容量や前月繰り越し容量、

ギフト容量、チャージ容量を確認することができ

ます。

[過去の利用履歴はこちら]を選択すると『過去の利

用履歴』画面に遷移します。



コース変更を申し込む

34

『ホーム』または『機能』の［コース変更（アイ

コン）］を選択すると、

コース変更画面を表示します。

ここで変更するコースを選択し、「変更申込はこ

ちら」を選択すると『基本データ容量/速度変更

（コース変更）お申し込み内容確認』画面に遷移

し、本画面よりコース変更をお申し込みいただけ

ます。（画面遷移時、eoIDログインが必要となり

ます。）



オプションサービスを申し込む

35

ゆずるね。宣言する

平日昼間の通信をゆずり合い、混雑を緩和するプ

ロジェクト「ゆずるね。」の宣言ができます。

平日のAM11:30までにゆずるね。宣言を行い、当

日の12:00～13:00の間のパケット使用量を一定未

満に抑えることで、ゆずるね。達成となります。

1カ月間の達成回数により特典を入手することもで

きます。

ゆずるね。宣言は『ホーム』画面、「機能』画面、

『回線一覧』画面、『ゆずるね。』画面、

『 mineoアプリウィジェット』から行うことがで

きます。

『ホーム』または『機能』の[オプションサービ

ス ]アイコンを選択するとブラウザで『オプ

ションサービス』ページを開きます

ここでは、セキュリティーやmineoでんわ等の追加

オプションのお申し込みができます。



ゆずるね。の状況を確認する

当月のゆずるね。達成状況を確認する

36

『ゆずるね。』画面の「今月の達成状況」を選択

すると『ゆずるね。達成状況』画面に遷移します。

ここでは、当月のゆずるね。宣言を行った日と宣

言の結果、特典の入手状況を確認できます。

[過去の達成状況]を選択すると『ゆずるね。過去の

達成状況』のウェブページを開きます。

『ホーム』または『機能』の[ゆずるね。 ]アイ

コンを選択すると『ゆずるね。』画面に遷移します。

ゆずるね。宣言の実施や、現在のゆずるね。宣言総

数や直近のゆずるね。宣言結果、開催中のミッショ

ンなどを確認できます。

[回線一覧]を選択すると『回線一覧』画面に遷移し

ます。

[今月の達成状況]を選択すると『ゆずるね。達成状

況』画面に遷移します。

[過去の達成状況]を選択すると『ゆずるね。過去の

達成状況』のウェブページを開きます。

[ミッション詳細]を選択すると『ゆずるね。ミッ

ション詳細』のウェブページを開きます。



プレミアム1DAYパスを利用する

シェアスペースを確認する

37

『ホーム』または『機能』の[1DAYパスシェアス

ペース ]アイコンを選択すると『 1DAYパス

シェアスペース』のウェブページを開きます。

『ホーム』または『機能』の[プレミアム1DAYパ

ス ]アイコンを選択すると『プレミアム1DAY

パス』画面に遷移します。

プレミアム1DAYパスの保持数や利用開始・終了、

利用履歴の確認を行うことができます。

プレミアム1DAYパス使用中の場合は、利用期限が

表示されます。



38

マイネオレーダーを使用する

[mineoレーダーアイコン]を選択すると、『mineo

レーダー』画面へ遷移します。

[チップについて]を選択すると『チップ』画面へ遷

移します。
43ページ「チップを確認する」⇒

[！マークアイコン]を選択するとmineoさんぽの注

意事項を確認することができます。

「mineoレーダー」を使用する際は、はじめに[起

動]ボタンを選択します。

「mineoレーダー」が起動すると、自分の周囲にい

る他のmineoユーザーがレーダー上に表示されます。

レーダー起動後にゲージがボタン下に表示され、

ゲージがたまると[更新ボタン]が選択可能となり、

再度情報を更新することが可能となります。



mineoユーザー発見後に[決定ボタン]を選択すると、

1日1回だけ見つけた人数に準じてチップを獲得す

ることができます。

(1～99人：1チップ 100人以上：2チップ)

39
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HAPPY METERを確認する

[HAPPY METERアイコン]を選択すると、『HAPPY METER』のウェブページを
開きます。

このサービスは『マイネ王』内での各投稿、コメント内にHAPPYな言葉が含まれ
ていると1カウントされます。チップについては、1チップ＝1カウントです。なお、
1つのコメントに、複数のHAPPYワードが含まれていた場合は、1カウントとして
扱われます。

ChargeSPOTを利用する

スマホ充電レンタルサービスChargeSPOTを、

mineoアプリからすぐにご利用いただけます。

アプリインストールやアカウント作成、支払い方法

登録など一切の登録作業は不要です。なお

ChargeSPOTのご利用料金はmineo利用料金に合算

されます。

mineoアプリ経由でのChargeSPOTご利用履歴は、

mineoアプリ内ChargeSPOTミニアプリ画面よりご

確認いただけます。

※ChargeSPOTミニアプリは、Android 7以上の端

末でのご利用を推奨しております。 Android 7未満

の端末では正常に動作しない場合がございます。
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利用可能な特典を確認する

[ファン∞とくアイコン]を選択すると、『ファン∞

とく』画面へ遷移します。

この画面では、それぞれご利用可能な特典の詳細を

確認が出来るほか、特典達成状況の確認や過去に獲

得した特典の内容を確認することができます。

mineo渋谷の入館証を発行する

[渋谷入館証アイコン]を選択すると、『渋谷入館
証』画面へ遷移します。

この画面ではmineo渋谷4階にある契約者専用エリ

アへの今までの入館回数が表示されます。

また、画面下部の[入館証QRコードを発行する(無

料)]ボタンを選択すると、契約者専用エリアへの入

館証QRコードが発行されます。
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任意の壁紙を選択すると、壁紙がより大きく表示

されます。ダウンロードしたい場合は、壁紙下の

[DOWNLOAD]ボタンを選択してください。

右上の[×]ボタンで壁紙一覧へ戻ります。

ダウンロードした壁紙はホーム画面の背景として

設定することもできます。

壁紙をダウンロードする

[壁紙ダウンロードアイコン]を選択すると、『壁紙

ダウンロード』ページを開きます。

この画面では、スマートフォン向けの壁紙を一覧

から選択し、ダウンロードすることができます。



43

マイネ王防衛軍を利用する

マイネ王にあるパケットを狙って襲ってくる「パ
ケット怪獣」を、城壁に設置された「パケット砲
台」で撃退し、ユーザーみんなでマイネ王国を防衛
するべく戦うシューティングゲームです。

他のマイネ王ユーザーが援軍に来てくれたり、ラン
キングで競い合うことができます。

また、ミッションをクリアすることで報酬が貰える
こともあります。（※報酬の獲得にはeoID連携が
必要です。）

[mineoさんぽアイコン]を選択すると、『mineoさ

んぽ』画面へ遷移します。

この画面では、その日の目標歩数と現在の歩数が表

示され、目標歩数をクリアしていれば、チップ

を獲得することができます。

[更新]を選択すると、最新の歩数を反映することが

できます。

[！マークアイコン]を選択するとmineoさんぽの注

意事項を確認することができます。

[無料チップ]を選択すると『チップ』画面へ遷移し

ます。
43ページ「チップを確認する」⇒

mineoさんぽを使用する
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自動節約設定状態を確認する

[自動節約設定アイコン]を選択すると、『mineo

スイッチ自動節約設定』画面へ遷移します。

現在設定されている自動節約設定のスケジュール

を曜日毎に確認できます。

自動節約設定スケジュールの変更などを行う場合

は、[設定変更はこちら]を選択すると『mineoス

イッチ自動節約設定』のウェブページが開きます。

アンバサダーランクを確認する

[アンバサダーアイコン]を選択すると『アンバサ

ダー』画面へ遷移します。

ここでは、各アンバサダーを選択すると、ブラウザ

で『アンバサダー』ページが開きます。

[紹介用URLを送る]ではLINE、メール、端末の共有

機能によって送ることが可能です。
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CMを見る

[CMを見る ]アイコンを選択すると、1日15回まで

動画広告を見ることでき、視聴完了後に画面上部

の「×」ボタンをタップするとパケット1MBが付

与されます。

※動画再生にはパケットを消費するため、必ずWi-

Fi環境でご視聴ください。

（mineoスイッチ節約ON時など通信速度が低速で

ある場合は、ご視聴できません）

※ＣＭを視聴後30分経過するまでは再度CMをご視

聴いただけません。また、［ＣＭを見る］アイコ

ンについて、一日に一定回数以上タップすると

同日中はタップ不可となる場合がございます。

チップを確認する

[チップ]アイコンを選択すると、『チップ』画面へ

遷移します。

この画面では、自分が今まで贈ったチップの量、

受け取ったチップの量、現在持っている無料チッ

プの枚数を確認できます。

[チップの使い方ガイド]を選択すると『チップの使

い方ガイド』のウェブページが開きます。



パスケットオートOUTを設定する

46

「オートOUT」とは、自身が持つパケットを使い

切った際に、自動的にパスケットから引き出す機

能です。

100MBから1,048,576MB（1,024GB）の間で、自

身で任意の容量を設定できます。

※パスケットの残容量が、設定されたオートOUT

容量以下の場合 、オートOUTは実施されません。

※メンテナンス、障害によりオートOUTされない

場合があります。

パスケットを利用する

[パスケット]を選択すると、あなたのパスケットの

画面に遷移します。

[パスケットに入れる]を選択すると、お手持ちのパ

ケットを、パスケットに入れることができます。

[パスケットから引き出す]を選択すると、パスケッ

トの中からパケットを引き出すことができます。

※いずれも10MB以上から容量を指定して実行可能

です。

[過去の明細]を選択すると、パスケットへ出し入れ

を行った履歴が確認できます。

※パスケット内のパケットは有効期限がありませ

んが、パスケットから引き出したパケットの有効

期限は引き出した月の翌月末までです。
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SIM切替ショートカットを利用する

[SIM切り替え]のアイコンを選択すると、現在利用
しているSIMが表示されます。

[SIM切替]を選択すると、端末のSIM切替設定画面
へショートカットすることができます。
[SIMの表示名設定]を選択すると、各SIMの表示名
等を任意に設定することができます。
[サブSIMデータ上限/アラート設定]を選択すると、
端末のSIM管理画面にショートカットすることがで
きます。
※端末によっては正しく表示されない場合があり
ます。

ルーレットを使用する

1日1回プレイできる、パケットを獲得できる[ルー

レット]です。

※[ルーレット]はパスケットご契約中の方のみプレ

イできます。パスケットのトップ画面から遷移で

きます。

※[ルーレット]で貰えるパケットには月間獲得上限

があります。



タブバーの[タイムラインアイコン ]を選択すると『タイムライン』画

面が表示されます。

ここではメンテナンス情報やマイネ王新着情報等が確認できます。

タイムライン画面の見かた

48

第4章 タイムライン

システム、『マイネ王』に
おける障害・メンテナンス
情報が表示されます。

『マイネ王』の新着情報、
マイネ王スタッフブログ、
お知らせが表示されます。

新着情報の中にはイメージ
付きの情報も存在します。



タイムラインを更新する

タイムラインに表示されている情報一覧を更新したい場合、タイムライン画面を

下にスワイプすることで、情報の更新が行われます。

49



タブバーの[その他アイコン ]を選択すると『その他』画面が表示されま

す。

ここではアカウントの設定や、ご契約内容の確認できます。

項目一覧

1

2

3

4

アカウント設定
現在使用しているアカウントについて設定を
行います。

55ページ「アカウントを設定する」⇒

ご契約内容
『ご契約内容照会』のウェブページを開きま
す。

48ページ「ご契約内容を確認する」⇒

アプリ設定 アプリの設定を行います。
49ページ「アプリを設定する」⇒

このアプリについて
アプリ情報やプライバシーポリシーを確認で
きます。

52ページ「このアプリについて確認する」⇒

その他画面の見かた

50

第5章 その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



10 ユーザーサポート 『ユーザーサポート』画面へ遷移します。
54ページ「ユーザーサポートを確認する」⇒

9 チュートリアル 『チュートリアル』画面へ遷移します。
54ページ「チュートリアルを確認する」⇒

8 アプリヘルプ
ブラウザが起動し、 『アプリヘルプページ』
画面が開きます。

53ページ「アプリヘルプを確認する」⇒

7
メール設定

(iOSのみ)

ブラウザが起動し、『メール設定・変更ペー
ジ』が開きます。

53ページ「メールアカウントを設定する」⇒

6
プロファイル設定

(iOSのみ)
『プロファイル設定』画面へ遷移します。

53ページ「プロファイルを設定する」⇒

5 mineoマイページ
ブラウザが起動し、『mineoマイページ』が
開きます。

52ページ「mineoマイページ」⇒

51

ご契約内容を確認する

[ご契約内容]メニューを選択すると『ご契約内容』

画面へ遷移します。

ここでは現在のご契約内容を確認・変更することが

できます。

[より詳細な情報はこちら]を選択すると『ご契約内

容紹介』のウェブページを開きます。

[データ容量変更はこちら]を選択すると『コース変

更』画面に遷移します。
33ページ「コース変更を申し込む」⇒



アプリを設定する

52

[アプリ設定]メニューを選択すると『アプリ設定』

画面へ遷移します。

ここでは各種設定を確認・変更することができま

す。

[表示設定]を選択すると、『表示設定』画面に遷移

します。
50ページ「アプリ内の表示内容を設定する」⇒

[ウィジェット設定]を選択すると『ウィジェット設

定』画面に遷移します。
51ページ「ウィジェットを設定する」⇒

[通知設定]を選択すると『通知設定』画面に遷移し

ます。
51ページ「プッシュ通知を設定する」⇒



アプリ内の表示内容を設定する

53

[表示設定]を選択すると『表示設定』画面へ遷移し

ます。

ここではアプリ内の表示内容について設定・変更

が行えます。

[ホーム画面表示]ではホーム画面のご利用番号・

回線名称の表示の切り替え、アプリ内のフォント

サイズの変更（変更される箇所は一部のみとなり

ます。）が行えます。

[残容量表示]ではホーム画面の残容量表示スタイル

の切り替えが行えます。

[アプリ内バッチ表示設定]では新着情報が入ってき

た際のバッチの表示の切り替えが行えます。

[ホームアニメーション設定]では、ホーム画面のア

ニメーションのON/OFF切り替え(残容量表示設定

がノーマル時のみ表示)が行えます。

[ログインボーナス表示設定]ではログインボーナス

獲得時の画面表示・非表示の切り替えが行えます。

[ゆずるね。表示設定]ではゆずるね。特典獲得の通

知方法の変更が行えます。

[壁紙表示設定]ではホーム画面背景の壁紙設定・変

更・削除が行えます。



ウィジェットを設定する
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プッシュ通知を設定する

[通知設定]を選択すると『通知設定』画面へ遷移し

ます。

ここでは、「お知らせ」、「マイネ王のお知ら

せ」、「メンテナンスのお知らせ」についての

プッシュ通知をそれぞれ設定が可能です。

また、「ゆずるね。リマインダー」を設定すると

mineoアプリでゆずるね。未宣言の場合に、平日

（月～金）の朝8時30分に通知されます。（mineo

アプリで宣言せず、mineoマイページで宣言を行っ

た場合でも同様に通知されます。）

[ウィジェット設定]を選択すると『ウィジェット設

定』画面に遷移します。

ここではウィジェットの表示内容・操作方法につ

いて設定・変更が行えます。

[表示]では、ウィジェットに表示する項目の切り替

えが行えます。

[スイッチ切替方法]ではスイッチウィジェット上の

節約スイッチボタンの切り替え方法の切り替えが

行えます。



mineoマイページ

[mineoマイページ]メニューを選択するとブラウザで『mineoマイページ』が開き

ます。

ここでは、パケット残容量の確認やパケットチャージ等が行えます。

55

このアプリについて確認する

[このアプリについて]メニューを選択すると『この
アプリについて』画面へ遷移します。

ここでは、このアプリに関する情報が確認できます。

[アプリ情報]を選択すると、『アプリ情報』ページ
に遷移し、アプリの情報やオープンソースライセン
ス等が確認できます。

[使用許諾に関する利用規約]と[プライバシーポリ
シー]についてはそれぞれブラウザでの確認となり
ます。



[アプリヘルプ]メニューを選択するとブラウザで『アプリヘルプ』ページが

開きます。

ここでは、アプリに関するヘルプの確認ができます。

アプリヘルプを確認する

メールアカウントを設定する

56

[メール設定]メニューを選択するとブラウザで『メール設定・変更』ページが

開きます。

ここでは、端末のメールアプリにてmineoメールアドレスのメールを受信するた

めの設定手順を確認できます。

プロファイルを設定する(iOSのみ)

[プロファイル設定]メニューを選択すると『プロ
ファイル設定』画面へ遷移します。

ここでは、3種類のプロファイルが用意されており、
選択することでそれぞれの設定画面(構成プロファ
イルインストール画面)がブラウザで開くように
なっています。



ユーザーサポートを確認する

[mineoユーザーサポートアイコン]を選択すると

『mineoユーザーサポート』画面へ遷移します。

ここでは、各サポートへアクセスすることができ

ます。

[AIチャットサポート]を選択するとブラウザで『AI

チャットサポート』ページが開きます。

[電話(コールバック)予約]を選択すると『電話

(コールバック)予約』のウェブページを開きます。

メールで問い合わせる]を選択すると『お問い合わ

せフォーム』のウェブページを開きます。

[ユーザーサポートサイト]を選択するとブラウザで

『ユーザーサポート』ページが開きます。

57

[チュートリアルアイコン]を選択すると『チュート

リアル』画面へ遷移します。

ここでは、このアプリの各機能に関するチュート

リアルを確認することができます。

チュートリアルを確認する



58

アカウントを設定する

画面左上のユーザーアイコンまたは[アカウント設

定]メニューを選択すると『アカウント設定』画面

へ遷移します。

ここでは、アカウントに関する様々な設定が行え

ます。『アカウント設定』で確認、設定できる内

容は下記の通りとなっています。

ご利用番号を選択する

[ご利用番号選択]を選択すると『ご利用番号』画面へ遷移し

ます。

ここでは、このアプリで利用する回線を切り替えることが

できます。
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電話番号をロックする

[電話番号ロック設定]を選択すると『電話番号ロック設定』

画面へ遷移します。

ここでは、アプリに設定している電話番号を変更できない

ようにロック設定、解除が可能です。電話番号ロックを解

除する際はeoIDによる認証が必要となります。

課金機能をロックする

[課金ロック]を選択すると『課金ロック設定』画面へ遷移し

ます。

ここでは、mineoアプリ上でのパケットチャージ機能や24時

間データ使い放題機能のロック、または解除が可能です。

ロックを解除する際はeoIDによる認証が必要となります。

ログインボーナスを確認する

『ホーム』の[コイン獲得達成度ボタン]または[ログイン

ボーナス]を選択すると『ログインボーナス』画面へ遷移し

ます。

ここでは、今まで獲得したログインスタンプの確認ができ

ます。



マイネ王ログイン設定

マイネ王連携設定

60

「マイネ王」ログイン状態で『マイネ王アカウント設定』

画面へ遷移すると、ログイン中のマイネ王アカウントと

eoIDを連携する画面が表示されます。

[eoIDと連携する]ボタンを選択し、eoIDと連携することで、

フリータンク等の機能が利用できるようになります。

ログイン中のマイネ王アカウントとeoIDが連携されている

場合、eoIDとの連携解除画面が表示されます。

[連携解除]ボタンを選択することで、eoIDとの連携を解除す

ることができます。

マイネ王アカウントを設定する

[マイネ王アカウント設定]を選択すると『マイネ王アカウン

ト設定』画面へ遷移します。

「マイネ王」にログインしていない状態でこの画面に遷移

した場合、ログイン画面が表示されます。ここでは、[取得

済みのマイネ王アカウントでログインする]、[マイネ王IDを

新規作成する]のどちらかでログインすることが可能です。
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ログアウトする

[ログアウトする]ボタンを選択すると、ログアウト処理の確認ダイアログが表示

されます。そのままログアウトしたい場合は[OK]、ログアウトしない場合は

[キャンセル]を選択してください。

友達に紹介する

[紹介用URLアイコン ]を選択すると『紹介用URL』画

面へ遷移します。

ここでは、自分の紹介用URLを発行することができます。

紹介用URLは、QRコードか、LINE、メール、端末の共有機

能によって送ることが可能です。

▲ iOS

Android  ▼



iOS

mineoアプリウィジェットの見かた
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第6章

本アプリでは３種類のウィジェットを貼り付けることができます。

ウィジェットではパケット残容量やマイネ王の新着記事の確認等が行え

ます。

※ご契約のサービスにより一部ご利用できない機能がございます。

機能一覧

1

2

表示数変更ボタン

(iOS10以上限定)
ウィジェットの機能の一部の表示/非表示を切
り替えます。

データ容量表示
その回線において現時点でのパケット残容量
とパケット月末無効容量を表示します。

ウィジェットでは各回線ごとのパケット残容量、パケット消滅容量の確認や

mineoスイッチの切り替え、フリータンク操作が行えます。また、iOS10以上の

み右上の[表示を減らす/増やす]ボタンで一部の機能の表示/非表示が切り替え可

能となっています。

ウィジェット

2
4

5
7

11

3

2

4

6

5

8
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5 ゆずるね。宣言 ゆずるね。の宣言を行います。

4 mineoスイッチ 節約モードのON・OFFの切り替えをします。

3 更新ボタン 残容量、月末無効容量、更新日を更新します。

6 フリータンクINボタン
アプリを起動し『フリータンクに入れる』画面
を表示します。

フリータンクOUT

ボタン7
アプリを起動し『フリータンクから引き出す』
画面を表示します。

8 番号変更ボタン

ご利用番号を変更します。
その他>アプリ設定>ウィジェット設定>表示で
「電話番号表示」を設定時のみ変更が可能です。
番号変更はmineoスイッチ単体ウィジェットに
反映されます。



Androidのみ

Androidのみ
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mineoスイッチ単体ウィジェット

SIM切替ショートカットウィジェット

SIM切替大 SIM切替小

残容量ウィジェット

mineoスイッチ小ON mineoスイッチ小OFF

mienoスイッチ中

Android版のみSIM切替ショートカットのウィジェットを設置することが可能です。

Android版のみmineoスイッチ単体のウィジェットを設置することが可能です。



マイネ王ピックアップ記事ウィジェット

このウィジェットでは「マイネ王」にある記事の中から複数件ピックアップした

ものを表示します。

65

iOS Android

ピックアップ記事を複数件表示します。

また、右上の[表示を増やす/減らす]ボタンで表示数を変

更することが可能です。(iOS10以上限定)

ピックアップ記事を1件のみ表示します。

左右に付いている[ ボタン]で記事を切り替えます。

表示数・多

表示数・少

表示数・多

表示数・少



マイネ王新着情報ウィジェット

このウィジェットでは「マイネ王」で他のユーザーからのメッセージや投稿等の

新着情報が表示されます。

66

iOS Android

新着情報を複数件表示します。

また、右上の[表示を増やす/減らす]ボタンで新着情報の

表示数を変更することが可能です。(iOS10以上限定)

新着情報を1件のみ表示します。

左右に付いている[ ボタン]で記事を切り替えます。

情報等が取得できなかった際に表示されます。

このウィジェットが表示された場合、再度「マイネ王」へ

ログインしてください。

表示数・少

認証エラー

表示数・多

表示数・多

表示数・少

認証エラー


