
クイックスタートアップガイド
QS45Ver:25SEP2015Blu Studio Mini LTE 2

　    メニュー：メニューやオプションを表示

　     ホーム：ホームに戻る、長押しでグーグルを開く

        戻る：前の画面に戻る、メニュー/キーボードを閉じる

電池の充電は、USBケーブルを
電話機の上側面右側にある差
込口へ、もう片方を充電器のAC
アダプターにつなげます

SIM
カード

本体裏側

当ガイドは、ハナセルが提供するアメリカプランの使用を前提に作成されています。

初期設定編 P.１～P.３　携帯が使えるようになるまでの必要な設定や手順をご紹介します

Blu Studio Mini LTE 2は、マイクロサイズ
のSIMカードを採用しています。

初めて電源を入れた後の設定 ※操作中に画面が暗くなった時は、電源ボタンを軽く押してください

「English」が選択され
ているので「→」を
タップ

SIMカードについて

注意事項を確認
し、「Skip Anyway」
をタップ

Wi-Fiは後から
設定するので、
「Skip」をタップ

2 3

SIMカードは既に挿入されています。SIMカードを差し
替えする場合のみ、下記を参考にしてください。
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場所、日時などを
も後から調整する
ので、「Next」を
タップ

ロケーションサービス
も後から設定可能な
ので、全てのチェック
を外し下にフリック

「Finish」をタップ。

当携帯電話は、スクリーン画面に指でタップする（触れる）
ことで操作をします

タップ：アプリなどの選択時に、画面に１回触れます
タップ＆ホールド（長押し）：オプションメニューを表示する
場合などに、画面を指先で長く押します
フリック：タップと同時に指を水平または垂直に移動。次の
ページへ進む時や、スクロールする際に使います
ドラッグ：アイコンなどに触れたまま、指を目的の位置まで
移動。アイコンの位置を移動したり、削除する時に使用

デバイスに利用者
の名前を登録する
場合は、入力して
右下「＞」をタップ

グーグルに情報を
提供しない場合は
チェックを外し
「Next」をタップ
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ホーム（待ちうけ）
画面

9

③本体の左側のSIMカードス
ロットに、金属面を下向きに
SIMカードの欠けている角が
左上に来るようSIMカードを入
れる

④バッテリーの金色コネクタと
本体のコネクタを合わせ装着
し、背面カバーを取り付ける

① 携帯を逆さにし、左上部の
凹んだ部分に指をあて、あけ
る

②電池下部の凹んだ部分に
指をあて、バッテリーを外す

カメラ

音量(上下）
電源ボタン
長く押して電源を入
れる。電源を切るに
は、電源ボタンを長
押しし、「Power off」
を選択。

イヤホンジャック

カメラ



マイハナセル・お客さまサポート

Eメール

http://www.hanacell.com/support
info@hanacell.com
1-888-634-8226

1-888-264-7776（米国フリーダイヤル）

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）

米国フリーダイヤル

盗難・紛失による回線の一時停止・再開

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

ホーム画面の操作方法と、電話機のカスタマイズ

● 携帯のロック（画面が暗くなる）
携帯電話を一定の時間放置しておくと、誤操作を防ぐために
自動的にロックがかかり画面が暗くなります。ロック中でも、電
話やメールの受信は可能です

スクリーンのロックを解除する
1.  右側面の電源ボタンを押す
2.  鍵マークから上にスワイプ
（スライド）

スクリーンをロックする
本体の電源がオンの状態で電源ボタンを軽く押すとスクリー
ンがロックされます

携帯にパスワードを設定する（オプション）
[Settings]＞[Security]＞[Screen lock]で、画面ロックを設定。
[Swipe（スワイプ）]（デフォルト設定）、[Pattern (パターン)]、
[PIN（数字の暗証番号）]または[Password (パスワード)（英
数字を使った暗証番号）]を選び設定。※設定したパスワー
ドなどを忘れた場合は、携帯電話がロックされご利用いた
だけなくなります。ご注意ください

電池の残量
充電中
電波状態
Wi-Fi

ステータスバー
不在着信や、その他お知らせを
表示。下向きにフリックすると通
知パネルが開きます

【ブラウザ】 インターネットを閲覧

【メッセージ】  メッセージの送受信

【アプリケーション一覧】
すべてのアプリケーションを表示
※[Settings]は一覧の中にあります

【電話帳】 登録された連絡先への通話・SMSなど

【通話】  通話画面を開きます

新着SMS　
新着留守電あり
不在着信あり
マナーモード

※営業時間内は、1-888-634-8226におかけください　

T-mobile Wi-Fi callingについて
HanaCellのアメリカプラン（＄9.99・＄29・＄49）をご利用の
方は、Wi-Fiエリアや接続状況により、T-mobileのWi-Fi 
callingをご利用いただけます。Wi-Fi-に接続し、Wi-Fiを経由
して通話・SMSをご利用いただけるサービスです。ご利用分
はプランの料金が課金されます。プランや通話によっては料
金が発生しますので、ご了承ください。弊社では、Wi-Fi状況に
よりWi-Fi callingサービスが不安定になることから、ご利用い
ただかないことをおすすめしております。

ハナセルの最新情報をフォローしよう！
スマホでハナセルをフォローしよう
SNSだけのお得なキャンペーンも随時実施中です♪
※TwitterアプリのみPlay Storeからの無料ダウンロードが必要です
また、ご利用前に各アプリのアップデートをおすすめします

HanaCell_CS hanacell hanacell.us

● ホーム画面 ● 音設定
電話・メッセージ着信音の変更
[Settings]>[Sound&notification]
＞[Ring volumes]で着信音の音量を調整
＞[Phone ringtone]から電話着信音を変更
＞[Default notification ringtone]でメッセージ着信音を変更

タッチ操作音、ダイヤル操作音の調整
[Settings]>[Sound&notification]>[Other sounds]
>[Dial pad tones]（ダイアル操作音）をオン・オフの切り替え
>[Touch sounds]（タッチ操作音)をオン・オフの切り替え

マナーモードの設定
[Settings]>[Sound&notification]>[Ring volume]をゼロに。
または、右側面の音量ボタンで音量を下げる。

● 日時設定の変更
[Settings]>[Date & time]をタップ
[Automatic date&time]（自動調整）にて自動的に日時が調
整されます。正しく表示していない場合は、[Automatic 
date&time]のチェックを外し、[Set date]をタップし日付をカ
レンダーから[OK]で選択。[Set time]で時間を調整し[OK]
で選択。

ホーム画面の切り替え
ホーム画面全体を左または右にフリック
※Settingsはアプリ一覧からまたは、
ホーム画面でメニューボタン　　　をタップし、
開いたウィンドーをタップ

アプリへのショートカットをホーム画面に追加する
アプリ一覧から、アプリを長く押すとホーム画面にショート
カットを置くことができます

画面がスリープするまでの時間の変更
[Settings]＞[Display]＞[Sleep]で画面が暗くなる
までの時間を変更

Blu studio  P.2



Blu Studio P.3

アプリのダウンロードはインターネットに接続して行います。データ通信の使い放題プランに加入されていない方は、Wi-Fiに
接続してダウンロードをしてください。　※Playストアの画面は頻繁に更新されるため、一部画面が異なることがあります

[Accept]をタッ
プ。インストール
には少し時間が
かかります

Wi-Fiの設定 ※一度接続したWi-Fiは、接続状況がよければモバイルデータ通信より優先に接続をします

[Settings]>[Wi-Fi]を
タップ

　　　がある
ネットワークの
場合、接続に
パスワードが
必要です。詳
細は提供元に
お問い合わせ
ください

グーグルアカウント
のメールアドレスを
入力して「Next」を
タップ
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ホーム画面[Play 
store]をタップ。

Wifiが「On」と表
示していない場
合は、右スイッチ
をタップ。接続し
たいネットワーク
名をタップ

接続されるとネットワーク
名の下に「Connect」と表
示され、ステータスバー
に　　　　が表示されます

Playストアの利用には、Googleアカウントが必要です。アカウントをお持ちで無い方は、アカウントを作成してください

[Google 
Japanese Input]
の右スイッチを
タップしてONに

「Show password」をタップして
パスワードの入力を確認。
入力したら、「Connect]をタップ

※左下[?123]
アイコンで数
字を表示

4

接続完了

携帯電話回線を使ったモバイルデータ通信の設定

[Settings]>[More]
>[Cellular 
networks]をタップ

[T-mobile]のAPNを
下にスクロールして
探す。APNがあれば
右側の●が青く選択
されているか確認。

　　[T-mobile]の　
APNがない場合は、
右上＋　をタップし、
次の情報を入力。

Name: T-mobile US
APN: fast.t-mobile.com
MCC：310   MNC：260
入力後、右上　　をタッ
プし「Save」。3番の画
面に戻りAPNが青く選
択されているか確認　
　

　　WiFiをOFFにして、データに
接続するか確認。接続した
場合は、ステータスバーに次のどれかが表示されます
※エリアにより接続できる電波とデータ速度が異なります

5

アメリカ以外でも使う　

[Saved]と表示している場
合は、パスワードの入力ミ
スの場合があります。
[Forget]をタップし、再度
ネットワークをタップしてパ
スワードを入力しなおして
ください

2

左の1～5番の設定以外にも2番
目の手順で[Data roaming]をタッ
プ。
※注意事項が表示しますが、
HanaCellのウェブサイトでご案
内している以外のローミングな
どの追加料金は発生いたしませ
んので[OK]をタップしてください

1 2 3 4

[Access Point 
Names]をタップ

1

パスワードを入力
して「Next」をタップ

2

規 約 を 確 認 し 、
「Accept」をタップ

3

グ ー グ ル サ ー
ビ ス を 確 認 し
「Next」をタップ

4

[Google 
Japanese input]
をタップ

7

9

ダウンロード後、
[Open]をタップ

10

注意事項を読み
[Ok]をタップ。
ホームボタンで待
ち受けに戻る

1413

規約を確認し、
[Next]

11

[Next]をタップ

12

[Install]をタップ

8

5

お支払い方法は
後から追加できる
ので、[Remind me 
later]をタップし
[Next]をタップ

Play storeの右
上、検索アイコン
をタップし「Google 
Japanese input」
と入力

6

日本語入力アプリのインストール

E  2G  3G  4G  LTE
↓
↓

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓



● 電話をかける
   1. ホーム画面で　　    を選択し、通話アプリを開きます
   2. 画面の下中央の　　　をタップし、電話番号をダイヤル　
　　します。
   3. 　   　を押して、発信します
   4. 通話を終了する際は、画面上の　　　　　を押します
　 ※通話終了ボタンの押し忘れがないよう、ご注意ください

● 電話がかかってきたら
　　　　　   

SMS（ショートテキストメッセージ）を送る

電話をかける／受ける

電話帳に連絡先を追加する

基本操作編 このガイドにない操作は、マイハナセル（http://www.hanacell.com/support/）へ

● SIMカードから連絡先を移す
1. ホーム画面　　　　[Contacts]をタップ

2．右上　　　をタップ
3．[Import/Export]>[Import from SIM card]
4. Phone（携帯電話機）またはGoogle
アカウントへの保存先を選択
初期化の際に解除されないよう、Google
アカウントへの保存をおすすめします
5. リストから追加したい連絡先の右の□
をタップ。または、[All]で全てを選択

● 連絡先の新規登録
1. [Contacts]から右下「+」アイコンをタップ
2. 保存先を選択（Google アカウントをおすすめ）
3. 名前、電話番号、メールアドレスなどを入力
4. 左上のチェックマークをタップして、連絡先を保存します

SMSは、携帯電話番号あてに160文字のメッセージを送る
サービス。最も一般的なメッセージのやりとりです。日本の
携帯とSMSを送受信可。詳細は、ハナセルサポートサイトへ

1．ホーム画面　　　　[メッセージ]アイコンをタップ
2. メッセージの履歴が表示される
※メッセージがない場合は、履歴が
表示されません
3.左下「＋」アイコンをタップし
新規メッセージを作成

A　　に宛先　　 にメッセージを入力し、
矢印で送信

B

連絡先に登録済みの宛先に送る場合、右上
のアイコン（2つ並んでいるアイコンの左）を
タップ

A

B

写真を撮る
1. ホーム画面＞ [Camera]をタップ

2.フォーカスされたらフォーカスアイコンが白から緑になります

写真は「Gallery」アプリに保存されます。ホーム画面ま
たはアプリ一覧から[Gallery]で写真を選択。写真をタッ
プしたら、右上に共有アイコンが表示します。

共有したいアカウントを選択してください。

撮影後は、写真を共有しよう♪

画像や動画を送る（MMS）

MMSは、MMSに対応した携帯やE-mailアドレス宛に、メッ
セージ、画像、動画等を添付して送信できるサービスです

【送信方法】[SMSで送る]を参照。画像等を添付するに
は、メッセージ作成欄左にあるクリップをタップ

お客さまのMMS E-mailアドレス
(国番号の「1」を除いた)10桁の携帯電話番号@tmomail.net

プランによりデータ通信費発生

MMSをご利用の際は、「データ通信を有効にする」をONにしてく
ださい。Wi-FiではMMSをご利用いただけません

【MMSの設定】
【携帯電話回線を使った接続の設定(APN)】を参照

下記項目を半角英数字で入力
[MMSC] 
http://mms.msg.eng.t-mobile.com
/mms/wapenc
[MMS proxy]と[MMS port]空欄
MCC: 310、MNC: 260
Authentication type: 空欄
APN type: default,supl,mms
APN Protocol: そのまま

→ご利用前に、【携帯電話回線を使った接続の設定】
と【MMSの設定】を行ってください

[Settings]>[More...]>[Cellular networks]>[Access point name]>

T-mobileのAPNをタップして修正し保存

電池の消耗が早い！
スマートフォンは機能が多岐に渡るため、通常の携帯電話よりも
電池の消費が早くなります。弊社サポートサイトでは、節電方法
をご紹介しています。ぜひご参照ください　

電源を入れても、電波が入らない！
1. 携帯電話の電源をOFF→ONにする
2. ネットワークモードの選択

[Settings] > [More...]  > [Cellular networks] > [Preferred network type]
は[2G/3G/4G/4G LTE]を選択

3. ネットワークを検索
[Settings] > [More...] > [Cellular networks] > [Network operators] で検
索開始。検索が終わったら、「T-mobile」をお選びください。※海
外では現地ネットワーク名が表示されます

困ったら・・・
前と後ろの
カメラ切り替え

撮影の設定変更

写真を撮影

動画・写真
の切り替え

フラッシュの設定

画面上部に右のような
ウィンドウが表示します。

[Dismiss]で着信拒否
[Answer]で電話に出ます

Blu Studio P.4




