
● このガイドについて 当ガイドは、ハナセルが提供するイギリス用SIM
カードの使用を前提に作成されています。ジャパンSIMカードを利用され
る際は、ジャパンSIMカードのガイドをご参照ください

● データ通信の使いすぎにはご注意を 動画などを閲覧する際、デー
タ通信費がかさむおそれがあります。それらの閲覧には、データ通信費
が無料の［Wi-Fi］をご利用ください。[Data enabled]のチェックを外すと、
データ通信費をOFFにすることができます。詳細は、当ガイド4ページ：
「携帯電話回線によるデータ通信ご利用時の注意事項」をご覧ください

● 携帯電話回線に繋がらない場合は
1. 携帯電話の電源をOFF→ONにする
2. Vodafoneのネットワークに手動で接続する

[Settings]→[Wireless & networks]→[Mobile networks]→[GSM/UMTS 
Options]→[Network operators]を選択し、Vodafoneのネットワーク（日本
滞在時は、ソフトバンク）に接続してください
3. 携帯電話機の初期化 ※上記1.2.を試しても接続ができない場合

[Settings]→[Privacy]→[Factory data reset]から初期化を行ってください
※当ガイド4ページ目：データの初期化）をご参照ください

● 電池の節電方法 （下記以外の方法はmyHanaCellでご確認ください）
1. 画面の明るさ、バックライトの調整

[Settings]→[Display]→[Brightness]で、明るさを制限
2. Wi-Fiへの接続解除

[Settings]→[Wireless & networks]→[Wi-Fi]のチェックを外す
（緑色のマークをグレーに）

● 画面ロックの設定
[Settings]＞[Location & Security]＞[Set up screen lock]から
[Pattern（パターン）]、[PIN（数字の暗証番号）]、または[Password（英
数字を使った暗証番号）]により設定を行います

① まずはじめに・・・ 

バッテリーの充電は、カ
バーをつけた状態で携
帯上部にあるUSBマー
クの部分をあけ、ACア
ダプターに繋げます

カメラ

スピーカー

各部位の説明

音量ボタン

カメラ
ボタン

受話口

ホームボタン

　  戻る：前の画面に戻る、メニュー/キーボードを閉じる

　  メニュー：各画面のメニューを開く

　  検索：電話機またはウェブ検索、長押しで音声検索

　  ホーム：ホームに戻る、長押しで最近使ったアプリを表示

当携帯電話は、スクリーン画面に指でタップ（触れる）
することで操作をします

タッチ：アプリなどの選択時に、画面に１回触れます
タッチ＆ホールド：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

タッチスクリーンの使用方法

電源のオン／オフ
●電源をオンにする
電源ボタン　  を押して、本体の電源をオンにします

●電源をオフにする
電源ボタン　  を長押ししてオプションメニューを開き、
「電源を切る」をお選びください

SIMカードの挿入とバッテリーの充電

電源
ボタン

イヤホンジャック

USBポート

●スクリーンをロックする
本体の電源がオンの状態で 　 を押すとスクリーンがロック
されます。なお、一定の時間放置しておくと、自動的にロッ
クがかかります
※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. 　  を押します
2. 鍵マークを左から右にフリックして

ロックを解除します（右図A）

●ホーム画面の切り替え
ホーム画面全体を左または右に
フリックします（右図B）

●新しいアイテムをホーム画面に追加する
1. 「Add to Home screen」メニューが表示されるまで

ホーム画面の空白部分を長押しします
2. アイテムを選択し、ホーム画面に追加します

10:23

図A

図B

表側 側面 上側

裏側

SIMカードは、容易に破損する場合があります
カードの挿入、取り外しなどの取り扱いには十分ご注意下さい

クイックスタートアップガイド
ブルーの基本操作および、設定方法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、ハナセルお客様サポートサイ

ト・myHanaCell（マイハナセル） http://support.hanacell.com をご参照ください

6.2012（ブルー マジック）

② 銀のホルダーを上げ
SIMカードの金属面を下
向きにセット。ホルダー
を右にスライドさせ固定

④ バッテリーの金色のコ
ネクタと本体のコネクタを
合わせ装着

③ 同梱のmicroSDカード
をセット。ホルダーを上
にスライドさせ固定

カチッ！

カチッ！

MAGIC

① 携帯を逆さにし、
下部の凹んだ部分に、
指をあて、強めにあけま
す

強めに
あける



[MoreLocale2]
をタップ

[日本語]を選
択

[MoreLocale2]
をダウンロード

オプション：メニューを日本語に変換（任意）[MoreLocale2]は、
携帯電話機のメニューの一部を日本語に変更します

[MoreLocale]を
検索

日本語フォントのインストール

[Google Japanese 
Input Beta]を選択

キーボードタイプを選
択

[Google Japanese
Input Bata]をクリック

[OK]をクリック [Google Japanese
Input data]をクリック

[Next]をクリック

[Google Japanese
Input]を選択

[Google Japanese]を
検索

規約に同意
[Accept]

[Install]をクリックGoogle Accountに
ログイン/ 登録

日本語でテキストを送受信されたい方は、必ず日本語フォントをインストールしてください

[OK]をクリック
*ダウンロード開始

トップ画面から全て
のアプリを開く

1

16 12

[Market]をクリック
*WiFi接続（裏面参照）

ダウンロード終了後
[Settings]をクリック

2 3 764
5

1110 1413

1615

[Language &
keyboard]を選択

Googleアカウン
トの取得が不明
な場合は、マイ
ハナセルを参照

98

キーボードは、ひらがな入
力とアルファベット入力が
選べます。使いやすい方を
お選びください

ホーム画面
● 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. 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　    を押します
　 ※当アプリで通話履歴を確認することができます

● 電話にでる　　　　　          ● 着信を拒否する
　         を左に                                                    を右に
      フリックします　 　　　                     フリックします

BLU Magic  P.2電話帳に連絡先を追加する
● SIMカードから連絡先を移す

1. [Contacts]からメニュー　　　をクリック
2. [Import/Export]を選択
3. [Import from SIM card]を選択
4. リストから追加したいアドレスを選択し、
    [Import]を押す

● 連絡先の新規登録
1. [Contacts]からメニュー　　　をクリック
2. [New contact]を選択
3. 保存先を選択
4. 名前、電話番号、メールアドレスなどを入力
5. [Done]をタップして、連絡先を保存します
 

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

タスクマネージャー
稼働中のアプリを表示。アイコ
ンをタップするとアプリが終了し
ます

通話画面を開く
ブラウザを開く

全てのアプリケーションを見る

3:00PM

Running（稼働中のアプリ）
アイコンをタップすると、稼働中
のアプリのアイコンが表示されま
す。電池を長持ちさせるために
も、不要なアプリはタップして終
了させましょう

Recent（最近使用したアプリ）
最近使用したアプリを表示

All（全てのアプリ）
全てのアプリを表示

次画面を見るには、左右にフリックします

電話をかける／受ける BLU Magic  P.2

MoreLocale2をインストール
後は、Googleの検索や、
Marketのレビューも日本語
表示となるので便利です

MoreLocale2



メッセージを送る

ウェブサイトを閲覧する

1

① SMSで送る
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。
日本の携帯電話（ドコモのFOMA、ソフトバンクの3Gシリー
ズ）とSMSを送信することも可能です。詳細は、myHanaCellへ

・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に添付された画像や動画をご覧いただく場合、データ通信
料がかさむことがございます。あらかじめご注意ください
・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

※目的に応じて使い分けください

データ通信費発生

Wi-Fi接続の利用
は、[Wi-Fi]をタップす
ることで変更ができ
ます
　　マークがあるネッ
トワークの場合、接
続にパスワードが
必要になります。詳
細は提供元にお問
い合わせください

[Text Messaging]を
タップ

[New message]
をタップ

　　に宛先、　 にメッ
セージを入力。送信

1 Messaging

New message
Compose new message

2 Messaging

A

Type to compose 送信B
C

8886348226

A B
C

インターネットの設定 ※WiFiと、携帯電話回線を使ったデータ通信がご利用いただけます

【Wi-Fiの設定】
携帯電話回線の通信費なしでウェブサイトを閲覧できます

[Settings]をタップ [Wireless & 
networks]をタップ

［Wi-Fi］をタップ
（マークが緑色に）

31 2 2

［Wi-Fi settings］
をタップ

接続したいネット
ワークを選択→接続

54

【携帯電話回線を使った接続の設定(APN)】
携帯電話回線を使って、ウェブサイトに接続します

動画、画像を閲覧する際、データ通信費
がかさむおそれがあります。画像や動画

をご覧いただく際は、データ通信費が無
料の［Wi-Fi］のご利用をおすすめします

待受画面の地球儀のアイコンを選択
するとウェブブラウザが起動します

3

BLU Magic  P.3

【MMSが使えない場合】[Vodafone UK Contract WAP]をタップ
し、以下の項目が正しく半角英数字で入力されているか、ご
確認ください

1
② MMSで送る データ通信費発生

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

【送信方法】　　　　は[SMSで送る]を参
照。画像等を添付するには、[メニュー
キー　　]から[添付B　]を選択します。
また、宛先にE-mailアドレスを入力す
ると、自動的にMMSに変更されます

A B

Messaging

info@hanacell.com

写真を送るね 送信

Add subject Attach

Insert smiley 破棄 All threadsA

B

3

1 2

ご利用いただいたデータ通信量の確認
[Market]には、データ通信量を確認できるアプリが提供されていま
す。これらのアプリを利用すれば、データ通信量を確認することがで
きます。代表的なアプリは、My Data Manager、NetCounterです
※アプリが算出するデータ量と弊社からのご請求は、若干異なる場合があります

携帯電話回線によるデータ通信ご利用時の注意事項（裏面）→

MMSの設定
MMSを利用するには、下記２つの設
定が必要です

① 【携帯電話回線を使った接続
の設定(APN)】をONにします

② Access Point Namesに入ってい
る利用しないAPNを削除
（右図参照）

Vodafone UK 
Contract WAP
以外は削除

[Name] Vodafone UK Contract WAP
[APN] wap.vodafone.co.uk
[Username] wap [Password] wap
[MMSC] http://mms.vodafone.co.uk/
servlets/mms
[MMS proxy] 212.183.137.012
[MMS port] 8799 
[MCC] 234 [MNC] 15
[Authentication type] None
[APN type] default,supl,mms

3

[Mobile networks]
をタップ

7

[Vodafone UK
Contract WAP]をタップ

[GSM/UMTS Options]
をタップ

5

[Access Point 
Names]をタップ

6

4

[Data enabled]に
チェック（マークが緑）

　　 利用後は、
必ずチェックを
外してください

1

[Settings]から[Wireless

& networks]をタップ

~



1. 同梱のUSBケーブルを使って、当電
    話機とパソコンをつなぎます

2. 当電話機に[Turn on USB storage]の
    通知がでてくるのでタップ
    （アンドロイドがオレンジ色に変更）

※通知がでてこない場合は、ステータスバー
を下向きにフリックし、通知パネルを開き、
[USB connected]をタップ

3. パソコンの「コンピュータ」がリムーバ
    ブルディスクを検出するのでタップ

4. [DCIM]＞[Camera]に保存されているので、パソコンの
    任意のフォルダに保存
※パソコンに保存後は、電話機の画像は削除することをおすすめします

写真をパソコンに転送する (例：Windows）

初期設定は、GO Launcher EXが設定されています
ご希望により、Launcherを利用することも可能です

Launcherを選択された場合、ホーム画面左側にあるニュー
スアプリを削除して
ください
※ニュースアプリは、
データ通信接続時に自
動的に更新されます。
無駄なデータ通信費を
さけるためにも、削除を
おすすめします

Go Launcher EX

BLU Magic  P.4

データの初期化
データの初期化をすると、全てのデータが消去されます。な
お、Googleに同期化したContacts（電話帳）は、消去されません

全てのチェックを外
し[Next]をタップ

8

チェックをして、[Go 
Launcher EX]をタップ

9
Complete action using

Use by default for this action

GO Launcher EX

Launcher

[Privacy]をタップ

2

[Factory reset]をタッ
プ

3

[Skip]をタップ
*後で登録

7

[Reset phone]をタップ
*初期化開始

4

[Skip]をタップ

6

画面中央をタップ

5

[Settings]をタップ

1

携帯電話回線を使ったデータ通信の注意
アプリによっては、自動的にデータ通信
を行うため、予想外のデータ通信費が発
生することがあります。高額なデータ通
信にならないためにも、下記２つをこま
めに行うことをおすすめします
① [Data enabled]のチェックを外せば、

データ通信を無効化することができま
す（右図A）

② ホーム画面のタスクマネージャーから、
利用していないウィジェットやアプリを
こまめに停止（右図B）

アンドロイドOSの機能にも、データ通信を自動で行うものも
あります。機能をオフにすることをおすすめします

③ [Settings]＞[Accounts & Sync]＞
[Background data]と[Auto-sync]をオフ

④ [Settings]＞[Location & security]＞

[Use wireless networks]と[Use GPS satellites]をオフ

【ご注意】上記設定をされた場合でも、ご利用いただくア
プリによっては、ごく稀にデータ通信が発生する場合があ
ります。提供元が不明なアプリは、ダウンロードしないこと
をお勧めします

● Googleアカウント
日本語フォントをインストールする際に、Googleアカウントが
必要となります。なお、[Google location (当ページ目：データ
の初期化　　)]は、お客さまが気づかない間に、自動でデー
タ通信が行われることがあります。普段はOFFに設定し、
必要に応じてONにすることをおすすめします

ニュース部分
を長押し

トップ画面から
右にスクロール

ゴミ箱に移動

● Go Launcher EX ⇔Launcherの切替え
    1. [Settings]＞[Applications]＞
        [Manage applications]を選択

    2. 上部にある[Running]をタップ

    3. [Running]から[GO Launcher EX]
        を探しタップ

    4. [Clear defaults]をタップ

    5.　　　を押すと、Launcherを選ぶ通知がでるので選択 

写真を撮る
1. 右側面下のカメラボタンを長押しします
2. 撮影したいものにピントをあわせて
          をタップして撮影をします

カメラ
ボタン

写真を撮影

写真/動画切替え

撮影した画像の
プレビュー

撮影の設定変更

8

　　 利用しない
場合は、必ず
チェックを外し
てください

図A

タップして停止タップして停止

図B


