クイックスタートアップガイド
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当ガイドは、ハナセルが提供するプリペイドXプランのSIMカードの使用を前提に作成されています。他のSIMカード
を利用される際は、
それぞれのガイドをご参照ください

初期設定編
受話口

カメラ

タッチ
スクリーン

メニューキー
ホームキー
戻る
受話口

freetelは独自
のMini USBを採用
しております。他の
デバイスのMini
USBケーブルでは充
電できませんので、
ご了承ください

電源ボタン

電源を入れる䛻
䛿䚸䝪䝍䞁䜢㛗䜑
䛻ᢲ䛩
電源を切る䛻
䛿䚸㟁※䝪䝍䞁䜢
㛗ᢲ䛧䛧䚸䛂㟁※
䜢ษ䜛㻔㻼㼛㼣㼑㼞㻌
㼛㼒㼒㻕䛃䜢㑅ᢥ

カメラ

MicroUSB

1. 電池の充電
㼁㻿㻮䜿䞊䝤䝹䜢㟁ヰ
ᶵୖഃ㠃䛻䛒䜛ᕪ㎸
ཱྀ䜈䚸䜒䛖∦᪉䜢㟁
ჾ䛾㻭㻯䜰䝎䝥䝍䞊䛻
䛴䛺䛢䜎䛩
※他のデバイスのケーブルでは、充電できません。
必ず本体と同封されているケーブルをご利用ください

２. SIMカードについて
ᮏయ䜢㻴㼍㼚㼍㻯㼑㼘㼘䛷䛚㈙䛔ồ䜑䛾ሙྜ䚸
㻿㻵㻹䜹䞊䝗䛜䠄㏻ᖖ䝃䜲䝈䠅䚸㻴㼍㼚㼍㻯㼑㼘㼘䛾
ᦠᖏ㟁ヰ䛻᪤䛻╔䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
ୗグ䛂㻟㻚䛿䛨䜑䛻䞉䞉䞉䛃䛻䛚䛩䛩䜏䛟䛰䛥䛔
SIMカードを入れ替える場合
㻿㻵㻹䜢╔䛩䜛䝇䝻䝑䝖䛜ୖୗ䛻㻞ẁ
䛤䛦䛔䜎䛩䚹㻿㻵㻹䜹䞊䝗䜢ᕪ䛧᭰䛘䜛
ሙྜ䚸䜹䝞䞊䛸䝞䝑䝔䝸䞊䜢እ䛧䜎
䛩䚹䝆䝱䝟䞁㻿㻵㻹䜹䞊䝗䜎䛯䛿䜰䝯䝸䜹
䛾㻿㻵㻹䜹䞊䝗䛿䚸ᚲ䛪ୖ䛾䝇䝻䝑䝖䛻
㻿㻵㻹䜹䞊䝗䛾䛛䛡䛶䛔䜛ゅ䛜ྑୗ䛻䛟
䜛䜘䛖ᤄ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

イヤホン
音量
ボタン

スピーカー

3. はじめに・
・
・
タップ：䜰䝥䝸䛺䛹䛾㑅ᢥ䛻䚸⏬㠃䛻䠍ᅇゐ䜜䜎䛩
タップ＆ホールド
（長押し）
：䜸䝥䝅䝵䞁䝯䝙䝳䞊䜢⾲♧䛩
䜛ሙྜ䛺䛹䛻䚸⏬㠃䜢ᣦඛ䛷㛗䛟ᢲ䛧䜎䛩
フリック：䝍䝑䝥䛸ྠ䛻ᣦ䜢Ỉᖹ䜎䛯䛿ᆶ┤䛻⛣ື䚹ḟ
䛾䝨䞊䝆䜈㐍䜐䜔䚸䝇䜽䝻䞊䝹䛩䜛㝿䛻䛔䜎䛩
ドラッグ：䜰䜲䝁䞁䛺䛹䛻ゐ䜜䛯䜎䜎䚸ᣦ䜢┠ⓗ䛾⨨䜎
䛷⛣ື䚹䜰䜲䝁䞁䛾⨨䜢⛣ື䛧䛯䜚䚸๐㝖䛩䜛䛻⏝

4．
ホーム画面
䚷

● 携帯のロック

ᦠᖏ㟁ヰ䜢୍ᐃ䛾㛫ᨺ⨨䛧䛶䛚䛟䛸䚸ㄗ᧯స䜢㜵䛠䛯䜑䛻
⮬ືⓗ䛻䝻䝑䜽䛜䛛䛛䜚⏬㠃䛜ᬯ䛟䛺䜚䜎䛩䚹䝻䝑䜽୰䛷䜒䚸㟁
ヰ䜔䝯䞊䝹䛾ཷಙ䛿ྍ⬟䛷䛩
スクリーンのロックを解除する
㻝㻚㻌㻌ྑഃ㠃䛾㟁※䝪䝍䞁䜢ᢲ䛧䜎䛩
㻞㻚㻌㻌⏬㠃ୖ୰ኸ䛾䜰䜲䝁䞁䚷䚷䚷䚷䚷䛻ᣦ䜢
⨨䛝䚸ྑ䛻䝣䝸䝑䜽䛧䜎䛩
スクリーンをロックする
ᮏయ䛾㟁※䛜䜸䞁䛾≧ែ䛷㟁※䝪䝍䞁䜢ᢲ䛧䜎䛩䚹

ステータスバー
ᅾ╔ಙ䜔䚸䛭䛾䛚▱䜙䛫䜢
⾲♧䚹ୗྥ䛝䛻䝣䝸䝑䜽䛩䜛䛸㏻
▱䝟䝛䝹䛜㛤䛝䜎䛩
㟁ụ䛾ṧ㔞
᪂╔㻿㻹㻿䚷
㟁୰
᪂╔␃Ᏺ㟁䛒䜚
㟁Ἴ≧ែ
ᅾ╔ಙ䛒䜚
㼃㼕㻙㻲㼕
䝬䝘䞊䝰䞊䝗
【ブラウザ】䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䜢㜀ぴ
【メッセージ】䝯䝑䝉䞊䝆䛾㏦ཷಙ
【アプリケーション一覧】
䛩䜉䛶䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䜢⾲♧
䈜㼇タᐃ㼉䛿୍ぴ䛾୰䛻䛒䜚䜎䛩

【電話帳】Ⓩ㘓䛥䜜䛯㐃⤡ඛ䜈㏻ヰ䞉㻿㻹㻿
【通話】㏻ヰ⏬㠃䜢㛤䛝䜎䛩

● ホーム画面

● 初めて電源を入れる

ホーム画面の切り替え
䝩䞊䝮⏬㠃య䜢ᕥ䜎䛯䛿ྑ䛻䝣䝸䝑䜽

䐠㻌 ḟ䛾⏬㠃㼇㻹㼍㼗㼑㻌 㼥㼛㼡㼞㼟㼑㼘㼒㻌 㼍㼠㻌 㼔㼛㼙㼑㼉䛷䛿䚸ྑ
ୗ䛂㻻㻷䛃䜢䝍䝑䝥䛧䚸䝩䞊䝮⏬㠃䜈

壁紙の変更
㻝㻚㻌䛂䜼䝱䝷䝸䞊䞉ቨ⣬䛃䛜⾲♧䛥䜜䜛䜎䛷
䝩䞊䝮⏬㠃䛾✵ⓑ㒊ศ䜢㛗ᢲ䛧䛧䜎䛩
㻞㻚㻌䛚ዲ䜏䛾ቨ⣬䜢㑅ᢥ䚹┿䜢䜛䛸䚸䜼䝱䝷䝸䞊䛻㏣ຍ
䛥䜜ቨ⣬䛸䛧䛶㑅ᢥ䛷䛝䜎䛩䚹

䐟㻌 ྑഃ㠃䛾㟁※䜢ධ䜜䜛䛸䚸㻲㼞㼑㼑㼠㼑㼘䛾⏬㠃
䛜ᩘศ⾲♧䚹䛭䛾ᚋ䚸ྑ䛾㻳㼛㼛㼓㼘㼑䛾⏬㠃䛜⾲
♧䛥䜜䜛䛾䛷䚸⏬㠃䜢ୗ䛻⛣ື䛧䛶䛂ḟ䜈䛃䜎
䛯䛿ⱥㄒ䛻ษ䜚᭰䜟䛳䛯ᚋ䛻䛂㻺㼑㼤㼠䛃䜢䝍䝑䝥

5. 電話機のカスタマイズ

6.電話帳に連絡先を追加する

● 連絡先の新規登録
㻝㻚㻌䝩䞊䝮⏬㠃䛷㼇㻯㼛㼚㼠㼍㼏㼠㼟㼉䜢䝍䝑䝥
㻞㻚㼇㻯㼛㼚㼠㼍㼏㼠㼟㼉䛛䜙⏬㠃୰ኸୗ
䛾䜰䜲䝁䞁䜢䝍䝑䝥
㻟㻚㻌ಖᏑඛ䜢㑅ᢥ䠄䜾䞊䜾䝹䜢䛚䛩䛩䜑䠅
㻠㻚㻌ྡ๓䚸㟁ヰ␒ྕ䛺䛹䜢ධຊ䚸ᡠ䜛䜻䞊䜢ᢲ
䛧䚸ᕥୖ㼇㼉䜢ᢲ䛧䛶ಖᏑ
䈜䜾䞊䜾䝹䜰䜹䜴䞁䝖㐃⤡ඛ䜢ྠᮇ䛩䜛䛣䛸
䜒ྍ⬟䚹ḟ䛾䝨䞊䝆䛂㻝㻜䠊䜾䞊䜾䝹䜰䜹䜴䞁䝖
䛾Ⓩ㘓䛸䜾䞊䜾䝹䝥䝺䜲䛃䜢䛤ཧ↷䛟䛰䛥䛔

●日本語に切り替える

㻝

䝩䞊䝮⏬㠃䛷䜰
䝥䝸୍ぴ䜢䝍䝑䝥

䛂㻻㻷䛃䜢䝍䝑䝥

⏬㠃䛾ྑ䛻䝣䝸䝑
䜽䛷⛣ື䚹
㼇㻿㼑㼠㼠㼕㼚㼓㼟㼉䜢䝍䝑䝥

7.電話をかける／受ける

● 電話アプリについて
㻌

通話履歴
ダイヤル
パッド

㼇㻿㼑㼠㼠㼕㼚㼓㼟㼉⏬㠃䛷
ୗ䛻䝇䜽䝻䞊䝹

㼇㻸㼍㼚㼓㼡㼍㼓㼑㻌㻒㻌㼕㼚㼜㼡㼠㼉 㼇㻸㼍㼚㼓㼡㼍㼓㼑䛃䜢
䜢䝍䝑䝥
䝍䝑䝥

䝩䞊䝮⏬㠃䛷㟁
ヰ䜰䝥䝸㼉䜢䝍䝑䝥

電話をかける

発信

電話をかけるには、
番号をダイヤル

戻る

して、
画面左下の発信マークをタップ

電話に出る

電話がかかってきたら、
次のような画面になります。
受話器マークに触れると、
右

㼇᪥ᮏㄒ䛃䜢䝍䝑䝥

㼇㻳㼛㼛㼓㼘㼑᪥ᮏㄒධ
ຊ㼉䛾ྑഃ䚸タᐃ
䜰䜲䝁䞁䜢䝍䝑䝥

のように画面が変わります。

䜻䞊䝪䞊䝗䛾䝺䜲
䜰䜴䝖䛺䛹䚸ධຊ
᪉ἲ䜢ᕥྑ䛻䝇
䝷䜲䝗タᐃ

●言語の変更

Google日本語入力を選択されたら、英語<->日本語への
切り替えがキーボード上でできます。入力欄をクリックし、
表示するキーボードの左下の次のアイコンをタップしてく
ださい。
あa
あ

a

受話器マークに触れたまま、
右にフリックして受信、
左にフ

リックして着信拒否します

通話中の操作

通話中は、
次の画面が表示されます。

中央の受話器マーク

で通話を切る

通話中にボタンを押す場合は、
左下のアイ

●電話着信音の変更

コン

䈜ึ䜑䛶ኚ᭦䛩䜛䛿㼇䝯䝕䜱䜰䝇䝖䝺䞊䝆㼉㻪㼇ᖖ㼉䜢㑅ᢥ

プし、
電話を切ってください

㼇タᐃ㼉㻪㼇䜸䞊䝕䜱䜸䝥䝻䝣䜱䞊䝹㼉㻪㼇⯡㼉䜢䝍䝑䝥㻪㼇⦅㞟㼉䜢
䝍䝑䝥㻪㼇㻿㻵㻹㻝㟁ヰ㡢㼉䛛䜙ኚ᭦䚷

●メッセージ着信音の変更

㼇タᐃ㼉㻪㼇䜸䞊䝕䜱䜸䝥䝻䝣䜱䞊䝹㼉㻪㼇⯡㼉䜢䝍䝑䝥㻪㼇⦅㞟㼉䜢
䝍䝑䝥㻪㼇㏻▱㼉䛾ୗ䛾㼇᪤ᐃ䜲䝯䞊䝆㼉䜢䝍䝑䝏
䈜ึ䜑䛶ኚ᭦䛩䜛䛿㼇䝯䝕䜱䜰䝇䝖䝺䞊䝆㼉㻪㼇ᖖ㼉䜢㑅ᢥ

●マナーモードの設定

㟁※䝪䝍䞁䜢㛗ᢲ䛧䛧䚸䝫䝑䝥䜰䝑䝥⏬㠃ୖ䛷䚷䚷㻌䜢㑅ᢥ䚹
䝞䜲䝤䝺䞊䝖䛾タᐃ䛿䚷㻌㻌㻌䜢㑅ᢥ

をタップ。
ダイヤルパッドが表示

※通話終了後は、
必ず受話器マークをタッ

8.メッセージを送る

SMSで送る
㻿㻹㻿䛿䚸携帯電話番号䛒䛶䛻㻝㻢㻜ᩥᏐ䛾䝯䝑䝉䞊䝆䜢㏦䜛
䝃䞊䝡䝇䚹᭱䜒୍⯡ⓗ䛺䝯䝑䝉䞊䝆䛾䜔䜚䛸䜚䛷䛩䚹᪥ᮏ䛾
ᦠᖏ䛸㻿㻹㻿䜢㏦ཷಙྍ䚹ヲ⣽䛿䝝䝘䝉䝹䝃䝫䞊䝖䝃䜲䝖䜈

●タッチ操作音、
ダイヤル操作音を消す



㼇タᐃ㼉㻪㼇䜸䞊䝕䜱䜸䝥䝻䝣䜱䞊䝹㼉㻪㼇⯡㼉䜢䝍䝑䝥㻪㼇⦅㞟㼉䜢
䝍䝑䝥㻪㼇䝍䝑䝏᧯స㡢㼉䛸㼇䝎䜲䝲䝹䝟䝑䝗䛾䝍䝑䝏᧯స㡢㼉
䛾䝏䜵䝑䜽䜢እ䛩

㐃⤡ඛ䛻Ⓩ㘓῭䜏
䛾ᐄඛ䛻㏦䜛ሙྜ䚸
ྑୖ䜸䝥䝅䝵䞁䛛䜙

● 画面がスリープするまでの時間の変更

㼇タᐃ㼉䠚㼇䝕䜱䝇䝥䝺䜲㼉䠚㼇䝇䝸䞊䝥㼉䛷⏬㠃䛜ᬯ䛟䛺䜛䜎䛷
䛾㛫䜢ኚ᭦



㼇䝯䝑䝉䞊䝆㼉䜰䝥 ྑୖ㼇᪂つసᡂ㼉
䝸䜢䝍䝑䝥
䜢䝍䝑䝥

䚷䚷䛻ᐄඛ䚸䚷㻌 䛻䝯䝑
䝉䞊䝆䜢ධຊ䛧䚸㏦ಙ


9. インターネットの設定

※WiFiと、携帯電話回線を使ったデータ通信がご利用いただけます

freetel P.3

インターネットへの接続は、
2つの方法があります。
①WiFiへの接続は、
データ通信料金がかかりません。
自宅や無料WiFi以
外では、
プロバイダーが料金を設定しています。
②モバイルデータ通信は、
SIMカードを経由してネットに接続します。
データ
通信料金がかかります。

●携帯電話回線を使った接続の設定(APN)

●Wi-Fiの設定

䝩䞊䝮⏬㠃㻪䜰䝥
䝸୍ぴ㼉㻪㼇タᐃ㼉㻪

᥋⥆䛧䛯䛔䝛䝑
䝖䝽䞊䜽䜢㑅ᢥ

䝟䝇䝽䞊䝗䜢ධ

䝩䞊䝮⏬㠃㻪䜰䝥
䝸୍ぴ㼉㻪㼇タᐃ㼉㻪
㼇䛭䛾㼉䜢䝍䝑䝥

㼇䝰䝞䜲䝹䝛䝑䝖
䝽䞊䜽㼉䜢䝍䝑䝥

㼇㻿㻵㻹㻝㼉䜢䝍䝑䝥

ຊ㻪᥋⥆

㼇㼃㼕㻙㻲㼕㼉䜢䜸䞁䛻䛧
䛶䛂㼃㼕㻙㻲㼕䛃䝍䝑䝥

䝟䝇䝽䞊䝗䜢⾲♧䛩䜛䛻䝏䜵䝑䜽䜢ධ䜜
䛶ධຊ䛜ṇ䛧䛔䛛䜢☜ㄆ䛷䛝䜎䛩

䈜䚷䚷䠄㘽䛾䛒䜛㼃㼕㻙㻲㼕䝬䞊䜽䠅䛜䛒䜛䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ሙྜ䚸᥋⥆䛻
䝟䝇䝽䞊䝗䛜ᚲせ䛻䛺䜚䜎䛩䚹ヲ⣽䛿ᥦ౪ඖ䛻䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䛟
䛰䛥䛔

●Wi-Fi接続について
㼃㼕㻙㻲㼕䛻᥋⥆䛥䜜䜛䛸䚸ྑ䛾㼃㼕㻙㻲㼕䜰䜲䝁䞁䛜䝇䝔䞊䝍
䝇䝞䞊䛻⾲♧䛥䜜䜎䛩䚹㼃㼕㻲㼕䛻䜘䛳䛶䛿䚸㼃㼑㼎䝤䝷䜴
䝄䜢❧䛱ୖ䛢䛶䝻䜾䜲䞁䜢䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

㼇䝕䞊䝍㏻ಙ䜢᭷ຠ
䛻䛩䜛㼉䛸㼇䝕䞊䝍
䝻䞊䝭䞁䜾㼉䜢䜸䞁㻪
ὀព᭩䛝䛿㼇㻻㻷㼉㻪
㼇䜰䜽䝉䝇䝫䜲䞁䝖
ྡ㼉䜢䝍䝑䝥

ྛ㡯┠䜢䝍䝑䝥䛧䚸
㻿㻵㻹䜹䞊䝗䜺䜲䝗䛻
グ㍕䛥䜜䛶䛔䜛
㻭㻼㻺䛾ሗ䜢ධຊ





䝯䜲䞁䝯䝙䝳䞊䛛䜙䛂䝤䝷䜴䝄䛃䜢䝍䝑䝥䛧䚸䜴䜵䝤䝤䝷䜴䝄䜢㛤
䛔䛶䛟䛰䛥䛔
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データ量が多い操作は、WiFiを使う
ハナセルプリペイドXのデータ料金は、
使用データ通信量
に応じて課金する従量課金制です。
データ通信量が多い
操作（動画の閲覧やダウンロードなど）には、WiFiをご利
用ください。
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