
スマホ教室日程表

日 月 火 水 木 金 土
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 30(木) 31(金) 1(土)

店休日

2(日) 3(月) 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土)

知っておきたい５つのこと 【らくスマ】はじめて 【シニア】あんしん安全 ｄポイント マイナポータル

店休日 休講日 オンライン診療 【らくスマ】電話・メール 【らくスマ】カメラ 【android】カメラ マップ

マイナポータル 【らくスマ】文字入力 【らくスマ】ネット 【android】ネット メルカリ①

【android】はじめて ｄカード ｄ払い 【android】電話・メール メルカリ②

9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土)

オンライン診療 知っておきたい５つのこと ラジオや音楽を楽しむ 【らくスマ】カメラ マップ 知っておきたい５つのこと

【android】はじめて 動画 店休日 【らくスマ】ネット アプリ 【android】はじめて

【android】文字入力 【らくスマ】電話・メール 【らくスマ】はじめて 【シニア】あんしん安全 【android】電話・メール

アプリ 【らくスマ】文字入力 マイナポータル 【android】カメラ 【android】ネット

16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 21(金) 22(土)

【シニア】あんしん安全 ｄ払い 【らくスマ】ネット 【らくスマ】はじめて ｄポイント 【android】カメラ 【らくスマ】文字入力

【android】文字入力 【らくスマ】文字入力 【らくスマ】カメラ アプリ マップ 【android】ネット 【らくスマ】電話・メール

メルカリ① 【らくスマ】電話・メール ラジオや音楽を楽しむ 動画 【シニア】あんしん安全 【android】文字入力 【らくスマ】ネット

メルカリ② ｄポイント オンライン診療 ｄカード 【android】電話・メール マイナポータル ｄ払い

23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土)

【android】はじめて 知っておきたい５つのこと マップ 【シニア】あんしん安全 知っておきたい５つのこと

【シニア】あんしん安全 マイナポータル 休講日 【らくスマ】電話・メール 休講日 【らくスマ】カメラ 【android】電話・メール

ｄポイント オンライン診療 【らくスマ】カメラ 【らくスマ】ネット メルカリ①

ｄカード アプリ 【らくスマ】文字入力 【android】文字入力 ｄポイント メルカリ②

30(日) 31(月) 1(火) 2(水) 選択コース　

オンライン診療 【らくスマ】はじめて 応用コース　

マイナポータル ラジオや音楽を楽しむ 基本コース　

ｄカード 動画 入門コース　

マップ アプリ

15：00～16：00

16：30～17：30

上達のコツは

順番に受講して

ステップアップ!!

    「コース・講座内容」は裏面をご覧ください。　　　　　　参加費無料／定員6名様／予約制　　予約制ですので事前にお申込みください。

11：00～12：00

13：00～14：00

15：00～16：00

16：30～17：30

13：00～14：00

11：00～12：00

13：00～14：00

16：30～17：30

11：00～12：00

15：00～16：00

15：00～16：00

16：30～17：30

ドコモショップ古賀店

13：00～14：00

13：00～14：00

13：00～14：00

0120-865-033

11：00～12：00

11：00～12：00

15：00～16：00

16：30～17：30

　いつもの暮らしをもっと便利で楽しい毎日へ。　　当店では教室を定期開催しておりますので、スマートフォン・タブレットを安心してご購入ください。

11：00～12：00

15：00～16：00

22年1月

16：30～17：30

古賀市推奨



コース・講座内容 順番に受講してステップアップしていきましょう！同じ講座を何度でも受講できます。いつもの暮らしを、もっと便利で楽しい毎日へ。

講座名 難易度

0

0 24 メルカリ② ★★★★ 出品の仕方/何でも出品できるのか/出品にお金かかるのか/どんな写真撮ったらいいのか/商品の梱包

23 メルカリ① ★★★ メルカリとは？/どんな時に使うのか/メルカリの特徴/商品の探し方・買い方・支払いについて/購入後にすべきこと

22 マイナポイント ★★★

21 オンライン診療 ★★★ オンライン診療とは？/利用方法/オンライン診療している病院の探し方/予約方法/受診方法

20 マイナポータル ★★★ マイナポータルとは？/マイナポータルでできること/注意点/使い方/健康保険証利用の申込み方法/ぴったりサービス

19 マイナンバーカード ★★ マイナンバーカードとは？/マイナンバーカード申請のための写真撮影/オンラインでの申請方法/申請の流れ

18 動画 ★★★ 動画配信サービスとは？/動画見るときにきをつけること/Youtube・dTV・DAZN for docomoについて

17 ラジオや音楽を楽しむ ★★★ スマホでラジオや音楽を視聴するメリット/ラジコについて/音楽配信サービス/ｄヒッツについて

16 dカード ★★★★ ｄカードとは？/iDとは？/おトクな利用方法/利用明細の確認方法/ｄ払いの支払方法をｄカードに設定する方法

15 ｄ払い ★★★★ キャッシュレス決済とは？/なぜキャッシュレス決済を使うの？/ｄ払いとは？/使いすぎを防ぐには

14 ｄポイント ★★ dポイントとは？/利用方法/貯める方法/ｄポイントは何に使えるか/もっとおトクに貯めるには？

13

12

11

10 アプリ ★★★ アプリとは？/検索方法/とりかた/削除方法/アプリの紹介

9 マップ ★★★

8 知っておきたい5つのこと ★★

7 カメラ ★★ 基本的なカメラ・動画の撮り方/写真の見方・削除方法

6 インターネット ★★

5 電話とメール ★★

4 文字入力 ★

3 【ｼﾆｱ】あんしん安全 ★

2 はじめてのスマホ ★

内容　　※内容は一部変更させていただく場合があります。

インターネットとは？/インターネット検索/音声検索/様々な検索方法/Wi-Fiの使い方/注意点

電話のかけ方/受け方/電話帳の登録・削除方法

Googleマップとは？/地図の見方/ナビ案内/便利機能の紹介

知っておきたい5つのこととは？/ｄアカウント/ｄメニュー/Mydocomo/スマホ教室の予約方法/あんしん遠隔サポート

スマホ利用時のルールとマナー/料金で気をつけること/個人情報を守るために/詐欺被害防止

スマホとは？/ボタンの種類/画面の見方・基本操作/文字入力の方法

マイナポイントとは？/予約・申込みに必要なもの/予約・申込みの方法/スマホでの予約・申込み方法

コース番号

どんな文字入力があるの？/ひらがな～絵文字の入力方法/音声入力/手書き入力
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