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3G 850/1900

設定方法および基本操作をご紹介いたします。
それ以外の操作方法
につきましては、ハナセルお客さまサポートサイト・myHanaCell
https://www.hanacell.com/support をご参照ください。
※このガイドは、HanaCellが提供するアメリカSIMカードの使用を前提に作成されています

未読メッセージあり

着信音が鳴ります

時刻アラームを設定中

着信音は鳴りません

ご利用になる前に
ステップ

1

SIM・バッテリーの挿入

SIMカードはすで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
① 後部カバーとバッテリーを取外す
② SIM カードのかけている角を右下に本
体の金属部分の下に滑り込ませる
SIM1

GSM/3G

※SIM1推奨

ナビキー
（スクロールキー）

SIM2GSM
右セレクションキー

左セレクションキー

右下に出ているコマン
ドを選択

左下に出ているコマン
ドを選択

電源キー

電話をかける、または
かかってきた電話に
でる

充電プラグ
の差込口

通話の終了、または
着信の拒否。
各種メニューの終了
電源のオン ・ オフは
電源キーを長押し
します

※イヤホンおよび、マイクロ SD は付いていません

3

メニュー画面について

待受画面の状態で左セレクションキーを押すと、
[Menu] を呼び出すことができます
Messaging

Contact

FM radio

Call history

SMS の送受信

FM ラジオ

電話帳

着発信履歴

スクロールキーを下に押すと
次のメニューが表示されます
Settings

Game

Multimedia

Organizer

セキュリティ、ディ
スプレイ等の各種
設定

動画、画像など

②
①

通話キー

ステップ

③ 電池と本体のコネクタを合わせ
て装着し、 後部カバーを取り付
けます

ゲーム

アラーム、電卓、
メモなど

ステップ

2

充電をする

4

音の設定

下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
ステップ

● 音量の調整
[Menu]→[Settings]→[Profiles]→[Normal（通常モ
ード）]を選択したまま[Options]→[Settings]→
[Adjust volume]→[Caller ringtone]で音量を調整。
音を下げるにはナビキーを下に押す
● 着信音の変更
①[Menu]→[Settings]→[Profiles]→[Normal（通常
モード）]を選択したまま[Options]→[Settings]
②[Ring settings]から、SIM1 call ringまたはSIM1
message ringを選択
③[Fixed ringtones]→Ring1から6の好きな音を選択
→[Done]
● マナーモード／通常モード
待受画面で
を長押しすると、バイブで着信を
知らせるマナーモード（Meeting）になります。同じ操
作で通常モード（Normal）に戻ります
ステップ

5

日時の設定

[Menu]→ [Settings]→[Date & Time]→Set time で時
間、Set date で日付を設定→[Done]

ステップ

6

セキュリティ（オプション）

電話帳への登録

① [Menu]→[Contact] の順に選択
② [Options]→[New]→電話帳の保存先として、
[Phone]( 携帯電話本体）または [SIM1]（SIM
カード）を選択
③ 名前や電話番号などの情報をひとつずつ入力し
[OK]
名前が上手く入力できない
予測変換モードになっていると、名前などの
固有名詞が上手く入力出来ないことがありま
す。
キーを押し、 Abc を選択すると予測
変換モードがオフになります
④ 全ての情報を入力したら [Save] で保存
ステップ

7

キーパッドロックを使う

誤発信等を防ぐため、キーパッドを常にロックしてお
くことをお勧めします。
●キーパッドのロック／解除
待受画面で中央ナビキーを押した後、
を素早
く押してください
画面下中央に 「Unlock」 と出る場合はキーパッド
ロックがかかっています。
上記の方法で解除すると待受画面に戻ります

● 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
【PINコード変更方法】
① [Menu]→[Settings]→[Security]→[PIN]
② PINのチェックボックスにチェックを入れます
③ [Modify PIN]を選択
④ [Input PIN]と出たら、現在のPINコードを入力
⑤ [Input new PIN]と出たら、新しいPINコードを入力
⑥ [Confirm new PIN]→[Succeeded]で完了
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

こんなときどうする？電波が入らなくなった
電源を落とし、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取りくだ
さい

メッセージを送る

電話を使う

● SMSを送る

●発信
※[＋]は
を２度押します
1. 直接電話番号をダイヤルする方法
発信先の番号をダイヤルし、[通話キー]を押す
2. 電話帳からの発信方法
[Menu]→[Contact]→発信したい番号にカーソルを
合わせ、[通話キー]を押す

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。日本の携帯電
話とやり取りすることも可能。詳細はマイハナセルをご
確認ください
【送信方法】
① [Menu]→[Messaging]→[Write message]
→[New SMS]
② 送信先の電話番号を数字で入力。
または、送信相手を電話帳から選ぶ
電話帳から選ぶには ： ナビキーの中央を押して
電話帳を開く→送信相手を選択してチェックマー
クを入れる→[Options]→[OK]
③ スクロールキー（下）を押し、本文の欄に移動し
てメッセージを入力
④ [Send]（ナビキーの中央）で送信

キー

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

を押します

●終了 [電源キー]

を押します

※会話中、ナビキーの上下で音量調整ができます
※留守番電話の設定はサポートサイトをご覧ください

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

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

大文字・小文字・数字入力の切り替え
メッセージ入力画面で
を押して、切り替えます

●受信 [通話キー]

Abc

160[01]

現在選択されて
いる入力モード

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

