
クイックスタートアップガイド
QS77VER13MAR2018Blu Dash X Plus LTE

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

当ガイドは、モベルが提供するワールドSIMカードの使用を前提に作成されています。

初期設定編 P.１～P.4　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

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、「Power off」
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）
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● 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



QS77 P.3Wi-Fiの設定

[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

[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。

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

※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

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

グーグルアカウントについて
アンドロイド携帯は、グーグル社が開発し
たOSを使用しているため、グーグルサー
ビスを利用される場合はアカウントの登
録が必要です

ハロー

グーグルのPlayストアでは、アプリやゲームなどのダウンロー
ド・購入が可能です。
また、[設定]＞[アカウント]から[アカウントを追加]してグーグル
アカウントの電話帳やカレンダーを携帯電話機に反映すること
できます。
[設定]＞[バックアップとリセット]から携帯電話機のデータをバッ
クアップも可能です



● 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

　　　　　   

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、モベルウェブサイト（https://www.mobell.co.jp）右上「お客さまサポート」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

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、検索リストの一番上から順番
にネットワークの接続を行なってください。接続後、電波が立ち
携帯電話がご利用いただけるかお確かめ下さい。

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。
　[拒否]で着信拒否
　[電話に出る]で着信します

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

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。

電話をかける／受ける

SMS（ショートテキストメッセージ）を送る

通話アプリTruecallerについて

モベルお客さまサポートサイト

盗難・紛失のご連絡：+81 3455 01525 (24時間）

モベルお客さまサポートサイト
support.mobell.co.jp
サポートサイトをご参照いただいてもご不明な点は
Eメールにてお問い合わせください

操作方法、利用明細書は、オンラインから

tokyo@mobell.co.jpEメール
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