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Nokia 2730 classic
　3G UMTS 900 / 2100
　2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
クイックスタートアップガイド

■英国内から電話をかけてもらう
イギリスの固定・携帯電話からかけてもらう際は、携帯電話番号をそ

のままダイヤルしていただきます。

スクロールキー

■電話帳への登録
E-mailアドレスも登録する場合は、保存先を携帯電話機に変更します。

【変更方法】[Contacts]→[Settings]→[Memory in use]を選択。

[SIM card]から、[Phone and SIM]もしくは[Phone]に変更。

① 待受画面でナビキーを押し、[Menu]から[Contacts]を選択。

② [Add new]を選択し、それぞれの項目を入力。

④ 入力後、[Save]を選択すると登録完了。

通話キー

電源・終了キー

■電話を受ける／着信を拒否する
電話の着信音が鳴ったら、[通話キー]を押します。

着信を拒否する場合は、[終了キー]を押します。

■国内電話をかける
① 電話番号を市外局番から入力します。

② [通話キー]を押して呼び出します。

③ 通話終了後は、[終了キー]を押して電話をお切りください。

■キーパッドのロックおよび解除
誤作動等による誤発信等を防ぐため、未使用時にはキーパッドを常に

ロックしておくことをお勧めします。キーパッドがロックされると待受画面

上に     のアイコンが表示されます。この状態でかかってきた電話に応

答する場合は[通話キー]を押してください。

→ キーパッドをロックする
① 待受画面でナビキーを押した後、素早く　 　　  を押す。

→ キーパッドのロックを解除する
① 待受画面でナビキーを押した後、素早く　 　　  を押す。

→ キーパッドロック解除時にセキュリティーコード
求めるよう設定する
※セキュリティコードの初期設定は、[12345]です。

① 待受画面でナビキーを押し、[Menu]から[Settings　　　]を選択。

② [Settings]画面内にて[Phone]を選択。

③ [Security keyguard]を押し[On]を選択。

④ [Security code: ]にセキュリティーコードを入力し、[OK]を押す。

キーパッドのロックを解除するには待受画面でナビキーを押した

後、素早く 　 　　  を押し、設定したパスワードを入力し解除してください。

■SIMカードの挿入・取り外し

② 銀色のホルダーを垂直に持ち
上げ、SIMカードの金属部分を下
向きにセットします。

① 携帯本体の裏側にあるカメラ
の上部を軽く押しながら、カバー
をスライドし取り外します。

④ 後部カバーをセットし、スライ
ドさせながら、携帯に取り付け
ます。

③ バッテリーの金色のコネクタと
本体のコネクタを合わせ、携帯
に装着させます。

このガイドは、HanaCellが提供するVodafone UK SIMカードの使用を前提に作成されています。

■ボイスメール（留守番電話）の設定
→ ボイスメールサービスをONにする
① お客様の携帯電話機から、[121]へ電話をかける。（設定完了）

→ ボイスメールサービスをOFFにする
① お客様の携帯電話機から、[1210]へ電話をかける。（設定完了）

→ ボイスメールサービスを再度ONにする
① お客様の携帯電話機から、[1211]へ電話をかける。（設定完了）

※アナウンス内容など、設定に関する詳細は、下記をご覧ください。

http://www.hanacell.co.uk/jp/support/voicemail.php

②

③

①

④

ナビキー
■各キーの上に表

示された機能を決

定、実行します。

セレクションキー
■オプションメニュー

が表示されます。

■通話の終了、また

は着信の拒否。

■各種メニューを終

了します。

■電話をかける、ま

たはかかってきた電

話にでます。

■待受画面で押す

と全ての通話履歴を

表示します。

SIMカードは、キズや折り曲げにより破損する場合があります。
取り扱いには十分ご注意ください。また、SIMカードの挿入・取り外し
の際には、携帯電話機の電源が切ってあることを確認してからバッ
テリーを取り外してください。

■英国以外の国から電話をかけてもらう
各国の国際電話発信番号の後に、イギリスの国番号「44」から始ま

る携帯電話番号をダイヤルしていただきます。

例：日本からKDDI (001-010) を利用して携帯電話 

(44-0700-000-0000) にかけてもらう場合

001010  44  0700  000  0000

マイラインに登録済の場合は「010」のみをダイヤルした後に、英国
の国番号「44」から始まる携帯電話番号をダイヤルします。
日本の携帯電話から国際電話をかけるには、別途登録が必要な場
合があります。詳細は、日本の携帯電話会社へお問合せください。

■国際電話をかける
① 待受画面で　　　　　を素早く2回押し、「＋」を表示させます。

② 国番号、市外局番の最初の「0（ゼロ）」を省いた相手先電話番号の

順に入力します。

③ 通話終了後は[終了キー]を押して電話をお切りください。

例：日本のモベル (03-4550-1525) にかける場合

+ 81  3  4550  1525

通常、市外局番は｢0（ゼロ）｣から始まりますが、一部例外の国も
あります。携帯電話番号にかける場合も、最初の「0」を省きます。
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メニュー機能
待受画面でナビキーを押すと、メニュー画面（以下[Menu]）が表示されます。

Messaging
SMS、SMS E-mail
の送受信

Contacts
電話帳

Organiser
アラーム、計算機、
カレンダーなど

Settings
セキュリティ、ディ
スプレイ等の各種
設定

Gallery
画像、ビデオ、着信
音

Media
カメラ、ビデオなどの
起動、使用

Log
着発信履歴

例：[Menu]画面

■着発信した通話時間をチェックする
電話機に記録された着発信電話番号と大体の通話時間を表示しま

す。同番号宛（から）の着発信は、最新のみが表示されます。

① [Menu]から[Log 　　　]を選択。Logメニューが表示されます。

All calls:　着発信履歴を表示します。

Missed calls:　着信履歴（応答しなかった電話）を表示します。

Received calls:　着信履歴（応答した電話）を表示します。

Dialed numbers:　発信履歴を表示します。

Msg recipients: 　ショートメッセージの送信履歴を表示します。

Call duration: 通話時間を表示します。

■文字入力関連アイコン
画面左上のアイコン          は、テキスト（文字）入力モードが「通常入力

/文頭大文字」であることを表します。　　　　を押すことで入力モードが

切り替わります。

文字モードから数字モードの切替えは、　　　 を長押しし、[Number 

mode]を選択します。文字モードへ戻す場合は、　　　 を長押しします。

　　　　　　　　　通常入力　　　　　　　　　　　　　　　　　 予測変換入力

　　　　Abc 　 文頭大文字モード　　　　　　   123  　  数字モード基本アイコン

キーパッドがロックされて
います。

電話の着信時やメッセージの受信時に、着信音は鳴りません。

時刻アラームを設定中です。

ブルートゥース通信がON
の状態です。

未読メッセージがInbox
フォルダにあります。

■SMSを送る
ショートメッセージサービス（SMS）のネットワークサービスを使って、

SMS機能に対応した携帯電話にテキストメッセージを半角英数字の
み送受信することができます。

①  [Menu]から[Messaging　　　 ]を選び、[Create message]を選択。

② [Message]を選択。テキスト入力画面が表示されます。

③ カーソルが[To：]にある状態で相手先携帯番号を入力。相手先

番号が電話帳に登録済みの場合は、左側のセレクションキー

[Options]を押し、[Add recipient]から[To]を選択、次画面で

[Contacts]を押し、送付したい相手の名前を選びます。

④ カーソルを[Text: ]にスクロールし、メッセージを入力。

⑤ ナビキー[Send]を押して、メッセージを送信。

■MMSを送る
画像／音／ビデオ／リッチテキスト等のマルチメディアのメッセージ

サービス、MMS（Multimedia Messaging Service）をご利用頂けます。

送信先は、携帯電話番号、パソコンや日本の携帯電話機に半角英

数字のみ送受信することができます。

上記「SMSを送る」の手順①～④と同様に操作します。

⑤ カーソルを下のアイコンに移し、左右にスクロールして添付したい

メディアを選びます。

例：写真を添付する場合

・ [Image]にカーソルを合わせ、ナビキー[Insert]を選択。

・ 送りたい写真をナビキー[Insert]で選択。

⑥ [Message changed to Multimedia]とメッセージが表示される

⑦ ナビキー[Send]を押して、メッセージを送信。

1

MMSを受信した際に表示されるメールアドレスは、お客様専用
のアドレスではありません。送信毎に不特定のアドレスが割り当
てられます。

■セキュリティコード・PINコードの変更
① [Menu]から[Settings       ]を選択。

② [Settings]画面内にて[Security]を選択。（ここまで共通操作）

→セキュリティコードを変更する
③ [Access codes]を選択し、次に[Change security code]を選択。

④ [security code: ]に現在のコードを入力し、[OK]を押します。

⑤ [Enter new security code: ]に任意のコードを入力し、[OK]。

⑥ [Verify　new security code: ]に再度同じ任意のコードを入力し、

　　[OK]。[Security code changed]のメッセージが出て完了。

→PINコードを変更する
③ [PIN code request]を選択し、設定を[On]にします。

※[PIN code request]が[On]の場合、端末の電源を入れる度にPIN
コードの入力を求められます。この入力をスキップする場合は、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]を選択し、次に[Change PIN code]を選択。

⑤ [Enter current PIN code: ]に現在のPINコードを入力し、[OK]。

⑥ [Enter new PIN code: ]に任意のコードを入力し、[OK]。

⑦ [Verify new PIN code: ]に再度同じ任意のコードを入力し、[OK]。

　　[Code changed]のメッセージが出て完了。

■セキュリティコード・・・12345
セキュリティコードとは、携帯電話機自体に設定されている暗証番

号で、不正使用から携帯電話機を保護します。お客さまにて変更が

可能です。

■インターネットの閲覧
① [Menu]から [Web] を選択。

アクセスしたいサイトをメニューから選択。または、[Browser]から”

Opera mini”を立ち上げ、アドレスバーに直接URLを入力。

■PIN・PUKコード･･･PINコード0000
PINコード・・・SIMカードに設定されている暗証番号で、不正使用から

SIMカードを保護します。お客さまにて変更が可能です。

PUKコード・・・SIMカードに設定されている暗証番号で、誤ったPIN

コードを3回連続して入力してしまった際に必要となります。

PUKコードが必要になりましたら、弊社にご連絡ください。

Abc

・日本語が含まれたメールは、受信されません。
・画面右上の数字”1000/1”は、「最大入力可能文字数/作成件数」
です。入力を続けると、分割され、1回で最高7件分のメッセージ送
信が可能です。
・MMSはデータ通信のため、インターネット未対応の電話機の方が
受信されても、読むことができません。
・MMSを受信された相手の方は、1メッセージに対し1回しか返信
することができません。

日本語サイトは閲覧できません。また、モバイル未対応のサイ
トを閲覧する場合、端末に支障をきたす場合があります。

セキュリティコード、PINコードは大切に保管してください。コードを
紛失した場合、端末やSIMカードの利用が不可能になります。




