NOKIA 2610 GSM900/1800

■文字入力関連アイコン

クイックスタートアップガイド

画面左上のアイコン
ことを表します。

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

Abc

を押すことにより、入力方法などを切り替えます。

文字⇔数字モードの切り替えは、

Go to

電波状況

スクロールキー

バッテリー残量

●メニューや電話帳登録内容など、
●通話中に左右を押すことにより

Menu 中セレクションキー機能
Audio

通常入力

画面上の表示内容をスクロールします。

左セレクションキー機能

受話音量を調節します。

0:00pm

右セレクションキー機能

を長押しして下さい。
予測変換入力

Abc

文頭大文字モード

ABC

大文字モード

ａｂｃ

小文字モード

123

数字モード

●待受画面で押すと、以下のメニュー

ネットワーク名

へのショートカットとして機能します。

*圏外の場合表示なし

上 − Applications
下 − 電話帳登録内容

セレクションキー
Go to

●各キーの上に表示された機能

Menu

左 − Text message

Audio

右 − カレンダー

（例：Menu）を実行します。

■着発信した通話時間をチェックする
電話に記録された発着信電話番号、おおよその通話時間等を表示します。
① [Menu]から[Log

]を選択。Call logメニューが表示されます。

Call log：

通話キー
●電話をかける、またはかかって
きた電話に出ます。
●待受画面で押すと発信履歴を

電源/終了キー
●本機の電源を入れる、または切ります。

Received calls:

着信履歴（応答した電話）を表示します。

●通話を終了、または着信を拒否します。

Dialed numbers:

発信履歴を表示します。

●各種メニューを終了し、待受画面に

表示します。

発着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。

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

戻ります。

キーパッド
●数字や文字、記号などを入力

20110707

します。

■キーパッドのロックおよび解除
■キーパッドをロックする
待受画面で､中セレクションキー

を押した後､素早く

この状態でかかってきた電話に応答する場合は
■この携帯電話機は､GSMネットワークの900MHz､1800MHzの周波数帯が存在する地域に
おいてお使いいただけます。850/1900MHｚの周波数帯が存在する地域や、日本・韓国など
GSMネットワークの存在しない地域ではお使いいただけません。

モベルコミュニケーションズリミテッド英国本社

〒105‑0013
東京都港区浜松町2-3-25 マスキンビル3階
Tel 03‑4550-1525
Fax 03‑4550-1522
フリーダイヤル 0120‑423524

Mobell Communications Ltd.
The Winding House, Walkers Rise, Rugeley Road
Hednesford, Staffordshire, WS12 0QU, England/UK

■メニュー機能

Tel +44 (0)1543 426999
Fax +44 (0)1543 426126
Toll free (within the UK) 0800 243524

[Menu]画面
Gallery

待受画面で､中セレクションキー

5

を押すと､

メニュー機能選択画面（以下[Menu]）が表示

Messaging

待受画面で､中セレクションキー

内容が表示されます。

Options

Select

Exit

（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。

■電話帳に登録する
② [Names]を選択します。

Settings

を押すと､各メニュー

電話の着信音が鳴ったら

① 待受画面で､中セレクションキー

中セレクションキー

セキュリティーコードとPIN
コードの変更

■基本アイコン

を押します。

■電話を受ける/着信を拒否する

Log

されます。スクロールキーでアイコンを選択後、

を押した後､素早く

誤操作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。

SMS、SMS E‑mailを送る
着発信した通話時間を
チェックする

を押して下さい。

■キーパッドロックを解除する

!
モベルコミュニケーションズリミテッド日本支店

を押します。キーパッドがロック

のアイコンが表示されます。

されると待受画面上に

を押し､メニューを表示させ､[Contacts]を選択します。

③ [Add]を押し、名前を[Last/First name]に、電話番号を[Phone number]に、それぞれ入力し、
Eメールアドレスを登録する場合は､そのまま[Options]を押し､[Add detail]を選択､次に[E‑mail
address]を選択し､Eメールアドレスを入力後[Save]を
選択すると、登録が完了します。

■セキュリティーコード

未読メッセージがInboxフォルダにあります。
未送信または送信に失敗したメッセージが
Outboxフォルダにあります。

電話の着信時またはメッセージの受信時には、
着信音は鳴りません。
時刻アラームを設定中です。

セキュリティーコードとは、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。ご購入時のセキュリティーコードは「12345」です。お客様ご希望のセキュリティ
コードに変更していただくことをお勧め致します。

■SMS（ショートメッセージサービス）
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

■セキュリティーコードとPINコードの変更

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[Settings

☆相手の方がお客様宛にメールを送信する際､送信元名や件名､本文中などに全角
文字や日本語を使用されると､そのメールは配信されません。
☆画面右上の数字 1000/1 は､「最大入力可能文字数/作成件数」を表します。
入力を続けると､2件目（839/2）､3件目（693/3）､4件目（540/4）､5件目（387/5）､6件目
（234/6）､7件目（81/7）と分割され、1回で最高7件分のメッセージの送信が可能です。

■SMSを送る
① [Menu]から[Messaging

→セキュリティーコードを変更する [Change security code]
① [Security code]に現在設定されているコードを入力し、中セレクションキー

]を選択し､[Create message]を選択。

③ カーソルが[To：]にある状態で相手先携帯電話番号を直接入力します。
相手先電話番号が既に電話帳に登録されている場合は､[Add]を選択､ [Contact]を
選択し､送付したい相手を選択します。
④ カ
ーソルを[Message：]にスクロールし､メッセージを入力。
を押してメッセージを送信。

▼ nbox（受信ボックス）受信したメッセージがこのフォルダに保存されます。
I
▼ Drafts（下書きボックス）作成中または作成したメッセージをSaveすると、このフォルダに
保存されます。
▼ Outbox（送信ボックス）送信中のメッセージがこのフォルダに保存されます。
▼ Sent（送信済ボックス）送信したメッセージがこのフォルダに保存されます。

を押して下さい。

② [Enter now security code]に任意の5〜10桁の新しいコード（数字のみ）を入力し､中セレク
ションキー

を押して下さい。

③ [Verify new security code]に再度同じコードを入力し、中セレクションキー

② [Text message]を選択。テキスト入力画面が表示されます。

⑤ 中セレクションキー

]を選択し、[Security]を選択。

② [Access codes]を選択。

!

を押して下さい。

セキュリティーコードは大切に保管してください。セキュリティーコードを忘れた場合、セキュリティ
コードが必要な端末機能が利用不可能になります。

→PINコード/PIN2コードを変更する [Change PIN/PIN2 code]
① [Enter current PIN/PIN2 code]に現在設定されているコードを入力し、中セレクションキー

を

押して下さい。
② [Enter new PIN(2) code]にお客様お好みの4〜8桁の新しいコード（数字のみ）を入力し、
中セレクションキー

を押して下さい。

③ [Verify new PIN(2) code]に再度同じコードを入力し、中セレクションキー

を押して下さい。

■PUKコード
PUKコードとは、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コードはSIMカードユーザーガイドの表紙をご参照下さい。

