
使い方ガイド

● microUSB ケーブル（付属品）

microUSB 接続端子

電源

タップ時の操作音量

スマホ等への給電用USB 接続端子

SIMスロット（２枚分）
通常は使用しません。
ご自身の SIMカードの使用時のみ。

お買い上げ時、内臓電池は十分に充電されていません。
初めてお使いになる時は、必ず充電してからお使いください。
microUSB ケーブルを側面にある接続端子につなげ AC アダプタ
（別途準備）、または PC につなげて充電してください。

■GLOCALNET の各部の名称

※ACアダプターは付属しておりません。

■充電について

充電は 2.0A の高出力 AC アダプターを推奨いたします。
PC などの低出力なアダプターですと、充電時間がかかります。！

はじめに

■はじめに

■ご自身のSIMカードでの通信方法（APN設定）

■ファームウェアアップデートの仕方

■海外にご出発前のスマートフォンの設定方法

長押しでスイッチONになります。

本端末「グローカルネット」は飛行機には
「手荷物」でお持ち込みください。
リチウム電池が搭載されておりますので
「貨物室預かり」としては持ち込めません。

重要！

G 3s用
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■ディスプレイの見かた ①接続済みWiFi機器台数
本端末に接続しているWiFiクライアント数を表示します。
この「GLOCALNET」1台で5台まで接続できます。

③現地時間
現在地の時間を24時間表示します。

④電波の種類と強さ

電波をつかんでいないときは　　が表示されます。
その場合はしばらく、そのままでお待ちください。

？

⑤電池残量
フル充電で最大15時間連続使用できます。
充電時間は2.0Aのアダプターで約4時間です。

⑥データ通信量

1日の累積データ通信量。（クラウドWiFiの場合）
データ通信量の更新はグリニッジ標準時間の24時です。
（日本時間 朝9：00）

！

東京（日本）

GMT+9h

バンコク（タイ）

GMT+7h

ホノルル（ハワイ）

GMT-10h GMT-5h

フランクフルト
（ドイツ）

ニューヨーク
（アメリカ）

GMT+1h
朝 9：00 朝 7：00 夜 1：00 夜 19：00昼 14：00

【データ通信量は下記の時刻にリセットされます】

※GMT グリニッジ標準時間

日本月額プラン（10GBまでは）1日単位プランでは1日1GB以上
20GB/大容量は3GB以上で通信速度が制限されます。
海外では1日1GB/500MB/300MB（プランによる）以上に
なると表示され、通信速度が制限されます。

ご自身のSIMカードをご利用の場合、過去30日間の累積
データ通信量が表示されます。

②データ通信量注意マーク（通常は非表示）

※日本での制限速度は200kbps,海外は国ごとに
　制限速度は異なります。
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データ通信量更新はグリニッジ標準時間の 24時（日本時間の朝 9：00）となります。
1日で複数国行かれる場合は、国ごとに海外データ量（1GB/500MB/300MB）使用可能です。
※1GB以上の従量課金プランのかたは合算料金となりますのでご注意ください。

13.08 MB
利用データ合計

WiFi 名：WiFi＿12345
パスワード：12345678

IMEI：868740012345

４G11：381 ⑤電池残量

⑦ネットワーク名

⑧セキュリティキー
⑨端末の識別番号

⑩各種設定ボタン

①接続済みWiFi機器台数

③現地時間 ④電波の種類と強さ

⑥データ通信量

その他

！ ②データ通信量
　注意マーク

FUP



【データローミングのオフの仕方】
iOS10
docomo

softbank

→ →

→ →

→

→

→→

→ →

※iOS9 以上の方は「WiFi アシスト」もオフにしてください。3 社共通。

Android6 以降

設定 モバイルデータ通信 「データローミング」をオフ→ →

※機種・メーカーによって設定は異なります。

■出発前のスマートフォンの設定

au

【 i C l o u d オフの仕方】　

iOS10　iOS9　　

iCloud設定 バックアップ 「iCloud　バックアップ」をオフ→ →→

３社共通　

データローミングがオンになっていると、携帯電話会社の通話料が発生する場合が
あるため、海外 WiFi をご利用の場合はデーターローミングをオフにします。！

お客様が意識せずとも「iCloud」など、データを自動バックアップするサービスが
大容量通信となる場合がございます。「アプリの自動更新」と合わせて OFF に
設定してください。

！

データローミング OFF

「iCloud」や「アプリの自動更新」を OFF

海外にご出発前に下記の設定をお勧めいたします。

ご出発前にスマートフォン等の設定をご確認ください。誤って設定すると高額請求を課せられる場合が
ございます。くわしくはご契約の通信会社のHPをご覧ください。
ご帰国後はご変更された設定について、ご自身で元に戻していただく必要がございます。

スマホの

設定

スマホの

設定
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【機内モードをオンにする】
機内モード オン設定 → →

【アプリの自動更新オフの仕方】

Android6 以降

「Google Play
ストア」起動

メニュー アプリの自動更新→ → → →

※機種・メーカーによって設定は異なります。

設定 「アプリを自動
更新しない」を選択

■WiFi 接続の仕方

電源

GLOCALNET 端末の
電源を長押しして起動します。

画面にWiFi 名と
パスワードが表示されます。

0MB

利用データ合計

WiFi 名：WiFi＿12345
パスワード：12345678

IMEI：868740012345

その他

iOS10　iOS9　　

WiFi設定 WiFi をオン WiFi 名を選択しパスワードを入力→ →→

Android

設定メニュー WiFi をオン WiFi 名を選択しパスワードを入力→ →→→ 「無線とネットワーク」の
項目「WiFi」をタップ

※機種・メーカーによって設定は異なります。

【スマートフォンの接続】

国際電話の発着信を全て遮断する場合

！ 国際電話はかける時だけではなく、着信でも通話料がかかります。
発着信を全て、遮断する場合は「機内モード」を ON に設定します。

【W i F i モードのみをオンにして W i F i 名を選択する】
WiFi オン設定 → →

スマホの

設定

スマホの

設定
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Windows10

PC 画面に表示されたインターネットアクセスのアイコン　　をクリック。→

表示されるWiFi 名を選択。（GLOCALNET に表示されているWiFI 名）→

パスワードを入力「次へ」ボタンを選択（GLOCALNET に表示されているパスワード）

【パソコンの接続】

Mac OS X

「アップルメニュー」→「システム環境」をクリック。「ネットワーク」をクリック。
「ネットワーク」画面が表示されるので「WiFi」→「WiFi を入にする」をクリック→

「ネットワーク名」のプルダウンリストから、WiFi 名を選択。→
パスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力し「このネットワークを記憶」
にチェックをし、「接続」をクリック

ご自身の SIM カードの設定方法（APN 設定）

※これらの設定についてはお問合せは弊社ではお受けいたしかねます。ご自身の責任にてご設定くださいますようお願い致します。

！

WiFiの
設定

PC の

設定
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ご使用できるのは Nano SIM サイズのみです。
Micro SIM をご自身で SIM カッターなどでカットしてご使用になった場合は
保証外とさせていただきます。

■ご自身の S IM カードを S IM スロットに挿入

SIM スロット（２枚分）
通常での利用（クラウド利用）には
SIMカード必要ありません。

付属のSIMピンで押すと開きます。

SIM1 SIM2

NanoSIMのセッティング方法

1枚のみでも2枚でもセッティングできます。



■S IM カードの切替方法

→
→

トップ画面の「その他（More）」をタップ

SIM 管理（SIM Manager）

クラウド SIM(VSIM) または SIM1/SIM2 を選択し決定（Enter）

アクセスポイントの編集 ＋

保存
破棄

■APN 設定

APN 内のリストから該当するものを選択して終了

アクセスポイント名（Access Point  Names）

「データ接続（Data connection）」文字の部分をタップ

※スライドスイッチは緑のままにしておいてください。→
→

→
→

→
→

←お客様のローカルSIMｓ

データ接続

４G11：38

カードID

キャリア

5544332211

NTT DOCOMO

使用中 カードスロット1

月容量 0MB

リストにない場合は　　をタップ＋

APN ＋

mineo

docomo

softbank

au

アクセスポイント（Edit  access Point) の画面の必要項目を入力

※入力内容については SIM の提供情報をご参照ください。
↑このリストにない場合

入力が終了したら、右上の　をタップして保存（Save）

→

【S IM がリストにない場合の設定】

トップ画面の「その他（More）」をタップ

お客様のローカル SIMｓ（My local  SIMs）

※クラウド SIMを選択中は、ご自身の SIMカードを入れたままでも SIM通信料は発生しません。

通信方法を SIM カードに変更したり、クラウド SIM に戻したりする方法をご説明します。

SIM管理
４G11：38

クラウドSIM
選択してください

SIM 1

SIM 2
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WiFiの
設定

WiFiの
設定
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「データ容量の節約機能」について

システムバージョン（G2-HTSV1.1.001.035.170421）2017/07/27 アップデートの新機能

この機能が有効化していると、App store や iTunes へのアクセスが制限されます。
アプリのインストールを行う場合には下記の操作をお願いします。

「工場出荷状態に戻す」の設定方法

工場出荷状態にもどすと、ご自身の SIM をお使いの場合は APN 設定の再入力が必要になります。

→ O K工場出荷状態に戻す（Restore factory settings）

→工場出荷状態に戻す（Restore factory settings）→トップ画面の「その他（More）」 その他（About） →

！

起動にはおよそ 5 分くらいかかります。その後、画面の右上に 3G あるいは 4G と表示されるまでしばらくお待ちください

WiFiの
設定

WiFiの
設定
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この機能を無効化する

有効化にする

完全に閉める

バージョンによっては画面が異なる場合がございます。


