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Huawei E5577
Huawei E5577Cs/Huawei E5577s
MENU ボタン

電源ボタン
- 長押しで ON / OFF

充電コネクタ

SSID：○○○○
Password：△△△△

裏面のシール
- SSID：○○○○ 本機のSSID
- Password：△△△△ 接続時に入力するパスワード
＜スペック＞
無線 LAN 規格：IEEE802.11ｂ/g/n、接続台数：最大 10 台
受信速度：150 Mbps、送信速度：50 Mbps (ベストエフォート方式)
通信時間：約 6 時間、充電時間：約 3 時間

＜ディスプレイ表示>

⇔

電波強度
強 ⇔ 弱 / 圏外

現在のネットワーク
最適なネットワークを自動的に
選択します。

⇔

インターネット接続
接続中 ⇔ 通信中

Wi-Fi接続数
画像は1台接続中

⇔

バッテリー残量
多い ⇔ 少ない

一定時間操作をしない場合は、
ディスプレイ消灯 ディスプレイが消灯します。
電源ボタンを押すと再点灯します。
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ワイホー サポートデスク

◇日本国内から
TEL: 050-3204-4481

(24時間受付/通話料は有料)

◇海外から

TEL: +81-50-3204-4481

(24時間受付/通話料は有料)

海外で「+」が表示されない場合は滞在国の国際発信番号をお付けください。

◇E-mail: technical@wi-ho.net

商品不具合の場合、必ずレンタル期間中にご連絡ください。
ご帰国後のお申し出の場合、対応はいたしかねます。

宅配便による返却
空港でご返却いただけない場合は、宅配便にて下記住所までご返送ください。なお、送料は
お客様ご負担となります。お送りいただく前に、必ず付属品が同 梱されているかご確認願
います。欠品が確認された場合、弊社規定の弁償料金が発生いたします。

〒286-0033
千葉県成田市花崎町959 京成成田東口森田ビル5F
株式会社テレコムスクエア 成田ロジスティックセンター
ワイホー担当者 宛
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ご利用前に必ずお読みください
＜リチウムバッテリーを含んだ製品の航空機への持ち込みについて＞
衝撃や気温・気圧の急激な変化が故障の原因となるため、できるだけ航空機内客室までお持
ち込みください。
＜機器のお取り扱いについて＞
誤った使い方をされますと破損、発火、感電、怪我等の恐れがあります。
- 落下したり、強い力や衝撃、振動を与えない。
- 濡れた手で触れたり、液体や砂などをかけない。湿気や埃の多い場所では使用しない。
- 使用中は高温になる事がある為、身体につけたり、密閉状態で使用しない。
- 充電を行いながらの使用はお控えください。
- 充電完了後は速やかに充電器を取り外してください。
- 異臭や異音、異常な高温、膨張や変形など異常を感じた場合はすぐに電源を切り、充電器
を取り外し、使用を中止してください。
＜バッテリー残量について＞
機器は出荷前に充電を行っていますが、稀に荷物の中でボタンが押されて電源が入りバッテ
リーを消費していることがあります。その場合は充電を行ってから使用してください。
機器の動作時間は良好な条件下での値です。電波の悪い場所ではバッテリーを多く消費しま
す。電波の悪い場所や使用していない時は電源をお切りください。
＜省エネモード（スリープ）について＞
機器はしばらく通信を行わないと通信機能がOFFになる場合があります。 ボタンを押して
再開するか、再起動を行ってください。
＜利用開始時について＞
しばらく使用していない場合や国をまたぐ移動など、利用可能になるまで時間がかかる場合
があります。不安定な場合は場所の移動や再起動を行ってください。
＜データ通信量について＞

機器によっては通信量が表示される場合がありますが、実際の通信量とは異なる為、目安と
してご覧ください。通信量はご自身の機器でご確認ください。
＜機器が使用できない場合は＞
お電話の前に [困ったときには] をご覧ください。
それでも改善できない場合は、必ずご利用期間中にサポートデスクまでご連絡ください。
後からお申し出の場合は、対応いたしかねます。
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＜データ通信とデータローミングをオフにしてください＞

お客様の機器の データ通信 及び データローミング機能 をオフにしてください。
オンのままですとご自身で契約された電話会社にて高額の通信料が発生することがあります。
ご利用終了後は元の設定にお戻しください。
- iPhone
[設定] > [モバイルデータ通信] > [データローミング]オフ，[モバイルデータ通信]オフ
- Android
[設定] > [モバイルネットワーク] > [データローミング]オフ，[データ通信]オフ

＜同期、自動アップデート機能等について ＞
同期、自動アップデート機能等がオンのままですとWi-Fi接続時に大量のデータ通信が発生
し、通信事業者より規制(FUP)を受ける可能性があります。
OSやアプリの自動更新、iCloud，Googleドライブ，Dropbox 等のクラウド機能などお客
さまの環境に合わせて設定の確認をお願いします。

＜Fair Usage Policy データ通信の公平な利用のための方針＞
通信会社では短期間に大量のデータ通信を行うユーザーに対して、通信量の制限が行われ、
インターネット接続ができなくなる、または極端に通信速度が落ちることがあります。
動画視聴、ネット通話、大容量ファイルのダウンロード，オンラインゲームなどはお控え
ください。

100MBのデータ通信使用量の目安

(利用状況により差異が生じます。)

テキストメール送受信

Yahoo!のトップページ閲覧

GPSマップを使った地図検索

動画視聴 HD画質

約20,000通

約400回

約100回

約2分

Skype 音声通話

Skype ビデオ通話

LINE トーク

LINE 音声通話

約33分

約3分

約20,000回

約167分

＜企業独自のネットワークへの接続やVPNのご利用＞
お客様の環境に依存しており、弊社のサポート対象外とさせていただいております。
＜アプリ、サイト、サービスのご利用＞
ご利用国や地域によっては、一部のアプリ、ウェブサイト、サービスが利用できない場合が
あります。ご了承ください。
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使用方法
電源を入れて約２分後にSSIDが表示されたら、お客様の機器でWi-Fi接続を行ってください。

SSID 及び Password は、機器裏面のシールに記載しています。
Password は、Psw や KEY と記載している場合もあります。
- 大文字、小文字も区別します。
- 誤り易い文字にご注意ください。
■iPhone
[設定] > [Wi-Fi] > [オン] > SSID を選択 > Password を入力 > [Join]

■Android
[設定] > [Wi-Fi] > [ON] > SSID を選択 > Password を入力 > [接続]

■Windows 10
タスクバーのWi-Fiアイコンをクリック > SSID を選
択 > Password を入力 > [次へ] > [接続]

✔

パスワードの削除方法
入力に誤りがあった場合は、保存されたパスワードを削除してください。
- iPhone
[設定] > [Wi-Fi] > SSID を選択 > [このネットワーク設定を削除] > [削除]
- Android
[設定] > [Wi-Fi] > SSID を選択 > [ネットワークを削除]
- Windows 10
[スタート] > [設定] > [ネットワークとインターネット] > [Wi-Fi] > [既知のネットワーク
管理] > SSID を選択 > [削除]
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充電方法
渡航先に合わせた充電器・変換プラグが付属します。変換プラグに変圧機能はありません。
充電完了後は、速やかにコンセントから取り外してください。
マルチ変換プラグが付属している場合は、コンセントの形状に合わせて組み立ててください。

<マルチ変換プラグの組み立て方>
①

②

ブロックA

①
③

ブロックB
①平形プラグ

①丸形プラグ

②

②

(幅調整可能)

②四角ピン (左)

②幅調整ボタン

③丸形ピン (右)

(一部、背面にロックあり)

③
Aタイプ

④L形ピン (中央)

③挿入口

⑤

⑤

④

⑤挿入溝

日本のプラグが使用できるため、通常は変換プラグは付属しません。

Bタイプ
ブロックAを使用。ボタンで幅を調整しながら、
丸形プラグをコンセントに差し込む。
(幅調整ボタンは、一部背面にロックあり)

Cタイプ
CBタイプ
SEタイプ

Oタイプ
ブロックBを使用。左右のピンを開き、平形プラ
グをコンセントの形状に合わせる。 (一部、固定
タイプあり) O2タイプはL形ピンも開き、コンセ
ントに差し込む。
O2タイプ

四角ピン
例）BFタイプ
B3タイプはブロックB
を逆に挿す

BFタイプ

丸形ピン
ブロックAの挿入口にブロックBをスライドして
合体。ブロックの向きは、コンセントの形状に
合わせる。
ボタンで幅を調整しながら、丸形プラグとピン
をコンセントに差し込む。

B3タイプ
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困ったときには
正常に使用できない場合に行ってください。
例) 充電できない/起動できない/SSID が表示されない/セキュリティが外れてしまった/
Wi-Fiまたはインターネットの接続ができない/ログイン画面が表示される など
ログイン画面が表示される場合
WiｰFi接続後、Webブラウザで http://192.168.＊.＊ など
設定画面が表示される、またはログインやパスワードが求め
られる場合はインターネット接続ができておりません。
※ 画面は一例です。

1. 機器の再起動
本機とお客様の機器の電源を入れ直してください。電池パックが取り外せる場合は、裏カ
バーを開け電池パックを取り外し、そのまま 10 分ほど放置した後、再装着してください。
2. Wi-Fi 接続の確認
お客様の機器のWi-Fi 機能がオンになっているかご確認ください。
接続台数が表示される機種で「0」と表示されている場合は、Wi-Fi接続できていません。
3. パスワードの再入力
一度入力したパスワードを削除し、再入力を行ってください。
削除方法は前頁「使用方法」をご確認ください。
4. インターネット接続の確認
電波が弱い、接続ができない、頻繁に切断される場合は電波状況の良い場所へ移動してくだ
さい。
乗り物での移動中、建物の中、高層階、街の中心部から離れた場所、イベント会場など、エ
リア内でも電波の届きにくい場所や、混雑した場所では通信状況が不安定になる場合があり
ます。No service / 无服务 / Sin red / 서비스 불가 等と表示された場合は、電波の届きに
くい場所またはエリア外です。
5. 機器のリセット

電源を入れた状態で、リセットボタンをクリップなど、先の細
いもので約 15 秒長押ししてください。
設定がリセットされ、再起動します。

6. Wi-Fiルーターのデータローミング設定をONにする
ディスプレイに「Roaming～」等表示された場合は、機器
側面のMENUボタンを5~6回押し、電源ボタン[OK] を押し
て [Data roaming] にチェック [✔] を入れてください。
※メニューに表示されない場合は設定は不要です。
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7. 再設定(APN設定)

一部リセット後に再設定が必要な場合がございます。
機器裏面のシールをご確認いただき、APN一覧表に
記載がある場合は設定を行ってください。
※ APN一覧表にない場合、以降の設定は不要です。
APN一覧
シール

Profile name

User name

Password

CH＊ (4G)

APN

CH または FR

（入力不要）

（入力不要）

object-connected.fr

KR-SD (4G)

KR

（入力不要）

（入力不要）

lte-internet.sktelecom.com

MO-33 (4G)

MO

（入力不要）

（入力不要）

mobile.three.com.mo

MV-DD (4G)

MV

（入力不要）

（入力不要）

internet

MW＊ (4G)

MW または FR

（入力不要）

（入力不要）

object-connected.fr

Wi-Fi接続後、ウェブブラウザで http://192.168.8.1/にアクセスし設定画面を開く
> アプリの案内が表示された場合は、右下の [web page] を開く
> Log in画面で [User name］/［Password］の両方に admin と入力 > [Log in]（左ボタン）
※ 英語以外の言語が表示されている場合、画面右上のプルダウンから [English] に変更します。
※ ログインできない、パスワードがわからない場合は、機器のリセットを行ってください。
ログイン直後に「Configure WLAN Settings」が表示された場合
設定画面のログインパスワードの変更を行ってください。
（1）Configure WLAN Settings：変更せずに [Next]
（2）Update Configuration ： [Auto-download] にチェック を入れ [Next]
（3）Modify Password ：下記のパスワードを入力し [Finish]

Current password：admin
New password：ts2333
Confirm password：ts2333

続けてAPN設定を行います。
[Settings] > [Dial-up] > [Profile Management] > 右下の [New Profile] を開き
> 上記APN一覧表より各項目を入力 > [Save]

Profile name:
User name:
Password:
APN:
※上記APN一覧表参照
接続には数分かかる場合がございます。 接続できない場合は、ローミング設定・再起動を行ってください。
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