
電池を本体に装着します。電池の充電
は、USBケーブルを電話機の上側面にあ
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

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 Dash X Plus LTEは、マイクロサイズ
のSIMカードを採用しています。
2枚のマイクロSIMカードを受け付ける、
デュアルSIMタイプの携帯電話です。

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（右側面）を軽く押してください

[日本語]が選択さ
れていることを確
認して[→]をタップ

SIMカードについて

注意事項を確認
し[無視してスキッ
プ]をタップ

Wi-Fiは後から設
定するので、[ス
キップ]をタップ

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。

グーグルサービス
は設定から調整可
能なので、全ての
チェックを外し上に
フリックして「次へ」

画面ロックは、後
で設定できるので
「スキップ」。注意
書きが表示したら
[無視してスキップ]
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回触れる
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[次へ]をタップ

※こちらのご案内は、SIMカードが1枚のみ装着されて
いる状態のスクリーン操作です

「OK」をタップして待ち
受け（ホーム）画面へ

電話番号の確認
は後からできるの
で「後で」をタップ

クイックスタートアップガイド
QS53VER28OCT2016Blu Dash X Plus LTE

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。

日時は後から調
整できるので[次
へ]をタップ

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
が右下に来るよう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 携帯を逆にし、左下部の
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、「電源を切
る」を選択。

イヤホンジャック

本体裏側

SIM1
(GSM/3G/LTE対応)

マイクロ
SDカード

SIM2
(GSMのみ対応)



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）
[設定]＞[セキュリティ]＞[画面のロック]で、画面ロックを設
定。[スワイプ]（デフォルト設定）、ボイスロック解除（音声）、
[パターン]、[PIN（数字の暗証番号）]または[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
※[設定]は一覧の中にあります

【カメラ】 カメラアプリが開きます

【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

　

● ホーム画面 ● 音設定
電話・メッセージ着信音の変更
[設定]>[音と通知]＞[全般]の右アイコン　　　をクリック
＞[着信音の音量]で着信音の音量を調整
＞[着信音]から電話着信音を変更
＞[デフォルトの通知音]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
[設定]>[音と通知]>[全般]の右アイコン　　　をクリック
>[ダイアルパッドのタッチ操作音]をオン・オフに切り替え
>[タッチ操作音]をオン・オフに切り替え

マナーモードの設定
[設定]>[音と通知]から[マナーモード]に。
または、本体右側面の音量ボタンで音量を下げる。

● 日時設定の変更
[設定]>[日付と時刻]をタップ
[日付と時刻の自動設定]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、[日付と時刻の自動
設定]をOFFにし、[日時設定]と[時刻設定]で調整し[OK]
を選択。

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

画面の切り替え
ホーム画面やアプリ一覧画面全体を
左または右にフリック

画面がスリープするまでの時間の変更
[設定]＞[ディスプレイ]＞[スリープ]で画面が暗くなる
までの時間を変更

【バック】 前の画面に戻ります

【ホーム】待ち受け画面に戻ります

【最近利用したアプリ】アプリを開きます

● キー操作（画面一番下のアイコン）

Dash X P.2

● カメラの設定
ホーム画面＞ [カメラ]アイコンをタップ。

画面をタップし、フォーカスを変更することが可能です

撮影した写真は、[ギャラリー]アプリで確認できます。

カメラの設定（画面左下）
写真を撮る（下中央）
動画を撮る（下中央）

写真の表示（右下）
前と後ろカメラの
切り替え(右側）
フラッシュ(右側）

[設定]>[言語と入力]>
[Google日本語入力]をタップ。
次の画面でGoogle日本語入
力の設定を調整できます。

右にスワイプしてお好み
の入力キーボードを選択。
画面を下にフリックして、
他の設定も確認。

● 日本語入力の設定

[123]で数字に切り替
えが可能

[あa]でアルファベット
と日本語への切り替え

ローマ字入力で日本語
をタイプすると、キー
ボードの上に変換候補
が表示されます。タップ
して選択します

● おすすめキーボードQWERTYローマ字入力



Dash X P.3
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

[設定]>[Wi-Fi]をタップ

1 3 接続されるとネットワーク
名の下に「接続済み」と表
示され、ステータスバーに
　　　　が表示されます

※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

[設定]>[もっと見る]
>[モバイルネット
ワーク]>[アクセスポ
イント名]をタップ

[fast.t-mobile.com]のAPN
を下にスクロールして探
す。APNがあれば右側の
●が選択されているか確
認。

Name: T-mobile US
APN: fast.t-mobile.com
MCC：310   
MNC：260
入力後、右上　　をタッ
プし「保存」。２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。接続しているネット
ワークにより、

など表示されます。

※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　　　　　　　　
　　　　

　　[fast.t-mobile.com]
のAPNがない場合は、
右上 ＋をタップし次の
情報を入力。

[保存済み]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。[切断]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
WiFiによっては、Webブラウ
ザを立ち上げてログインを
する必要があります。

1 2 3 4

E  2G  3G  4G  LTE

日本を含む140カ国でモバイル
データをご利用いただけます。
※データローミングによる追加
料金はかかりません

左の1～4番の設定以外にも1番
目の手順で[データローミング]
をタップ。
アメリカ国外では電波状況の横
にRと表示しデータ通信に接続
すると矢印が表示します

●データ通信をOFFにする
[設定]>[データ使用量]>
[概要]と[T-mobile]が上
に表示します。[T-mobile]
をタップして[モバイル
データ]をオフに。
※データ通信がOFF状態
でもWiFiはご利用いただ
けます

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

2
　　　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

「パスワードを表示する」をタップ
してパスワードの入力を確認。
入力したら、「接続]をタップ

Eメールを設定する

ホームからアプリ
一覧＞メールを
タップ

メールアドレスを入
力し「次へ」※サー
バー情報を手動で
登録する場合は「手
動セットアップ」

パスワードを入力
して「次へ」をタップ

アカウント設定が
表示される

[データ使用量]>[T-mobile]>[モバイ
ルデータの上限を設定する]をタッ
プ。注意書きを読み[OK]をタップ。

データ量を示すグラフの線を上下に
ドラッグし、データ通信量の制限を設
定いただけます。

データ料金が使い放題ではない方
は、こちらの機能をご利用いただくこ
とをおすすめいたします

モバイルデータ使用量の確認と制限の設定

[設定]>[データ使用
量]をタップ

アメリカ以外でモバイルデータを使う

※同期すると複数のデバイスから、Eメールアカウントを同じ状態に保つことができます

T-mobile

プッシュはデータ通
信が発生します。
WiFiエリアではWiFi
を優先的に利用。
オプションはお好
みに設定して[次
へ]をタップ

[OK]をタップ 設定完了。[次へ]を
タップ

fast.t-mobile.com



● 電話をかける
ホーム画面で　　    を選択し、通話アプリを開きます。

相手の電話番号をダイアルし、中央の受話器をタップ。
または電話帳を開き（上記「電話帳に連絡先を追加する」
を参照）、連絡先をタップ。受話器マークをタップして発信。

通話アプリを開いた時に、表示される履歴に残っている連
絡先をクリックして発信することも可能です

　　　　　   

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

ホーム画面　　　　通話アプリを
タップが表示されます。
左下、電話帳アイコンをタップ
するとSIMカードに保存されて
いる電話帳が表示されます

 

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.右下「＋」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B
連絡先に登録済みの宛先に送る場合、宛先
の右側「＋」アイコンをタップ
宛名とメッセージを入力したら[＞]で送信

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、[設定]>[データ使用量]>[モバイルデー
タ]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

前頁でデータ通信用に設定したAPNをタップし、下記の
情報が登録されているか確認。設定されていない場合は
項目を入力してください

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

[設定]>[もっと見る] >[モバイルネットワーク]>[優先ネットワークタ
イプ]>LTE、４G、３G/4G、２Gそれぞれ選択し電波を拾うか試す

3. ネットワークを検索
[設定]>[もっと見る] >[モバイルネットワーク]>[優先ネットワーク] 
で検索開始。検索が終わったら、「T-mobile」をお選びください。
※米国内でもT-mobileパートナー会社の電波を拾うエリアがあり
ます。その場合は、データローミングをオンにしてモバイルデー
タをご利用ください。ローミングによる追加料金はかかりません

困ったら・・・

画面上部に右のようなウィンド
ウが画面の上に表示します。
　[Dismiss]で着信拒否
　[Answer]で電話に出ます

A

B

● 電話がかかってきたら

● 連絡先の新規登録
電話帳アイコンをタップ。右上
＋をタップ。保存先をタップ。
名前、電話番号、メールアドレ
スなどを入力 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
 

● SIMカードから連絡先を表示する

画面ロックがかかっていると、
着信時に次の画面が表示しま
す。受話器を右にスワイプし
て電話に出ます。左にスワイ
プして着信拒否します 電話

に出る着信拒否

通話アプリTruecallerについて
Truecallerはオプションのアプリとなります。お好みで
ご自身の携帯電話番号を登録してお使いください。
登録は、Wifiに接続して画面の指示に従って設定し
ます。
※携帯電話番号は登録しなくても、通話アプリでの
通話のご利用は可能です。

なお、設定やご利用方法についてはサポート外とな
ります。

Dash X P.4




