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設定方法および基本操作をご紹介いたします。
このガイドは
ハナセルが提供するSIMカードの使用を前提に作成されてい
ます。
充電プラグの
差込口
ナビキー
（スクロールキー）
会話中、上下で
音量調整が可能

左セレクションキー
左下に出ているコマ
ンドを選択

通話キー

電話をかける、
またはかかってき
た電話にでる

未読メッセージあり
キーパッドロック

右セレクションキー

右下に出ているコマ
ンドを選択

ご利用になる前に、
下記の設定を行ってください

1 SIM・バッテリーの挿入／取外し
①

②

本体裏側のボタンを押
しながら、 カバーを取り
外します

SIMカードの金属部分を
下向きにし、 セットしま
す

③

④

バッテリーと本体の金色
部分を合わせて、バッテ
リーを携帯に装着

後部カバーを携帯電話
機に、軽く押して取り付
けます

電源キー

通話の終了、または
着信の拒否。
各種メニューの終了
時刻アラームを設定中

♪ 着信音は鳴りません

電波が入らなくなったら？
電波の入りやすい場所で電源を入れ直してください。
それでも改善されない場合は、SIMカードを取り外し、
柔らかい布で金属面をやさしく拭いてください

4 初期設定

2 充電をする
上側面にある差込口より充電を
十分に行ってから、ご利用ください

3 電源を入れる／切る
電源キーを長押しします

7 音設定

はじめて電源を入れると、次の順に設定画面が表示されます
①言語設定 /Language setting : ナビキー中央ボタンを押して
「English」をお選びください
②日時設定 /Date&time setting: 日時はダイアルパッドの数字
を利用して設定。ナビキー上下で移動。Time zone と Daylight
Saving は、左右で変更。ナビキー中央で設定を保存。
※日時の再設定は[Menu]> [Settings]>[Date and Time] から
でも可能

5 メニュー画面
待受画面の状態でナビキー中央ボタンを押す

Contacts

着信音の調整：[Menu]→[Settings]→[Tones]→
[Ringtone]からナビキー左右で「Open files」に移動し中
央ボタンで選択。「Tones」→「Ringtones」からナビキー
上下で再生。中央ボタンで選択。[Tones]→[Ringing
volume]からナビキー左右で着信音量を調整
キーパッドトーンの調整：[Menu]→[Settings]→
[Tones]→[Keypad tones]からナビキー左右でトーンの
音量を調整

8 電話帳への登録
①
8 [Menu]→[Contacts]→[Add New] を選択

② [Number] に電話番号を入力し [OK]
③ [First Name]、[Last name] を入力し [Save]

電話帳

Messaging

9 キーパッドロックを使う

SMSの送受信

Settings

セキュリティ、
ディスプレイなど
の各種設定

6 マナーモード／標準モード
待受画面の状態で「#」ボタンを数秒長く押します。
同じ手順でマナーモードを解除します

誤発信などを防ぐため、キーパッドを常にロックしてお
くことをお勧めします。ロックされると待受画面に
が表示されます。この状態でかかってきた電話に応じ
る場合は[通話キー]を押します。
キーパッドのロック／解除方法
待受画面でナビキー中央ボタンを押した後、 「*」 ボ
タンを素早く押してください

電話をかける／受ける
発信方法 1 直接電話番号をダイヤルする
発信先の番号をダイヤルし、[通話キー]を押す
発信方法 2 電話帳から発信する
[Contacts]→[Names]→発信したい登録にカーソルを
合わせ[Select]→[Call]を選択

受信 [通話キー]を押します
終了 [電源キー]を押します
※詳しいダイアル方法や、留守番電話の設定はSIM
ガイドをご覧ください

SMS（メッセージ）
SMSを送る

SMSを読む

SMSは、携帯電話番号あてに160文字のメッセージ（半
角英数字のみ）を送るサービスのこと。日本の3G携帯
電話とやり取りすることも可能です
① [Menu]→[Messaging]→[Create message]
② メッセージを入力
③ ナビキー中央ボタンで [Send to] を選択
④ [Contacts] で電話帳から登録済みの相手の電
話番号を選択。[Number or mail] で送信先の電話
番号を入力
⑤ ナビキー中央ボタンで [Send]（送信）を選択

受信した SMS は [Menu]→ [Messaging]→[Inbox]
に保存されます。読みたいメッセージをナビキーで
選択し、メッセージを開きます

入力モードの切替

■大文字・小文字・数字の切替え

Abc

メッセージ入力画面で「#」キーを押して
切り替え。数字は「#」キーを長く押して
[Number mode] を選択
Abc 文頭大文字モード abc 小文字モード
ABC 大文字モード 123 数字モード

160[01]

現在選択されて
いる入力モード

■予測変換入力モード

入力した通りに文字が打てない場合は、予測変換入力
モードになっていないかお確かめください。
通常入力モードへの切替は、メッセージ入力画面で
[Option]（左セレクションキー）を押し、[Prediction]→[Off] を
通常入力

予測変換入力

マイハナセル・お客さまサポート
このガイドに書かれていない操作方法は、
マイハナセルへ

http://www.hanacell.com/support/
Eメール
米国フリーダイヤル

info@hanacell.com
1-888-634-8226

ニューヨーク時間
9：00〜17：00（月〜木）9：00〜16：00（金）
カリフォルニア時間 6：00〜14：00（月〜木）6：00〜13：00（金）

盗難・紛失による回線の一時停止・再開

1-888-264-7776（米国フリーダイヤル）

※営業時間内は、1-888-634-8226におかけください

海外では日本のようなキャリア
のEメール（例：xx@docomo.ne.jp)
はありません。携帯電話番号あ
てに送るSMSが主流です。

セキュリティ（オプション）
PINコード
PIN コードとは、 SIM カードに設定されている暗証番
号。紛失･盗難の際に､第三者による無断使用を防
ぐために､PIN コードの変更をおすすめします
① [Menu]→[Settings] を選択
② [Settings] から [Security] を選択
③ [PIN code request] を選択し、 ナビキー上下で
[On] に変更。 [Enter PIN code] に現在の PIN コード
を入力
※[PIN code request] が [On] に設定されている場合、携帯
電話機種の電源を入れるたびに、 PIN コードの入力を求
められます。この入力を省略する場合は、 PIN コードを変
更後、[PIN code request] を [Off] に設定し直してください

④ [Access codes] を選択
⑤ [Change PIN code] を選択
⑥ [Enter current PIN code]に現在のコードを入力し[OK]
⑦ [Enter new PIN code]に任意のコードを入力し[OK]
⑧ [Verify new PIN code] で再度同じ任意のコード
を入力した後、[OK] を押す（完了）
携帯電話機には、“PINコード”、“PUKコード”、“セキュリティ
コード”があります。3回連続で入力を間違えたり、コードを紛
失した場合、携帯電話機の利用が不可能になります。どの
コードを入力するか不明な場合は、ご入力前にカスタマーサ
ポートあてにお問合せください

