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 171019 

WiHo M10 
◆無線 LAN 規格 
   IEEE802.11b/g/n 準拠 

◆通信速度 (ベストエフォート方式) 

 下り最大 150Mbps 

 上り最大   50Mbps 

◆連続通信時間の目安 
 約 12 時間 (常温環境で 1 台接続時） 

◆充電時間：約 7 時間 

◆同時接続台数：最大 5 台 

 本商品は、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。  

  「 Activate Pass？」と表示された場合は、 

  電源/メニューボタンを3秒長押ししてください。 

※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。 

ワイホーサポート窓口（２４時間日本語対応） 

＊お電話の前に、まず [困ったときには] をご覧ください。 

◇海外から：+81-50-3538-4681 (通話料は有料)  

◇国内から：050-3538-4681 (通話料は有料) 

◇E-mail : technical@wi-ho.net 
      ※「+」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。 

mailto:tss@telecomsquare.co.jp
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返却場所について 

   〒286-0118  千葉県成田市本三里塚 1001 - 1275  

         株式会社ケイティーシー ワイホー担当者宛 

         ＴＥＬ：03-3239-3287 

  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。 

 

返却送付先 (返却忘れ/宅配) 
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【同期・自動アップデート機能等をオフにしてください】 

    同期・自動アップデート機能等がオフのままですとWi-Fi接続時に大量のデータ通信が発生し、 

  海外の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】 

    世界の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。 

 

 

 

 

 

 

【企業独自のネットワークへの接続やVPNのご利用】 

     VPN への接続は、お客様の機器に依存しており、弊社のサポート対象外とさせていただいて 

  おります。  
 

 

はじめにお読みください 

【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。  

 iPhone・iPad 

   [設定]▶[モバイルデータ通信]▶[モバイルデータ通信]・[データローミング]  

   Android スマートフォン・タブレット 

   [設定]▶[その他]▶[モバイルネットワーク]▶[データ通信]・[データローミング］ 

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 
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各部の名称と機能 

  

 充電コネクタ 

 電源/メニューボタン  

 電源ON:３秒長押し 

 電源OFF:メニュー2「Power off?」で、3秒長押し 

 メニュー切替:短く押す 

 表  

   SSID：○○○○ 

 Password：△△△△ 

 裏  
 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 

＜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。 

        
  

 Wi-Fi接続  

 画像は1台接続中 

  バッテリー残量  

 多い ⇔ 少ない 

 
 インターネット接続  

 通信可能 

1/6  メニュー ページ数 (6ページ中) 

ディスプレイ消灯 

 一定時間操作をしない場合は、 

 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。 

⇔ 

⇔ 

  「 Activate Pass？」と表示された場合は、 

  電源/メニューボタンを3秒長押ししてください。 

  ※詳細は後頁を参照してください。 



 

5 

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・iPad 】 

 [設定]▶ [Wi-Fi] ▶ [オン]▶ SSID を選択  

 ▶ Password を入力 ▶ [Join]  

 

【 Android スマートフォン・タブレット 】 

 [設定] ▶ [Wi-Fi] ▶ [ON] ▶ SSID を選択  

 ▶ Password を入力 ▶ [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] ▶ [Wi-Fi設定を管理 

  する] ▶ [既知のネットワーク管理] ▶ SSID を選択 ▶ [削除]  

 

【 Windows 10 】 

  タスクバーのアイコン   をクリック   

  ▶ SSID を選択 ▶ Password を入力  

  ▶ [次へ] ▶ [接続]   

 

 

✔ 
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＜Wi-Fiルーターの操作について＞    

 電源を入れると約２分でWi-Fiルーターが起動します。 

   ディスプレイのメニュー表示は、電源/メニューボタンを押すと順に切り替わり 

 ます。 

 

  ■通信を行う 

  メニュー1ページ目に通信状況が表示されます。 

   「Wi-Ho!」と表示された場合は、通信可能です。 

   [Activate Pass?] と表示された場合は、次の操作を行ってください。 

  上記以外の表示がでている場合、通信の確認中または通信を行えない状態です。 

   しばらく待っても表示が変わらない場合は、電波状況の良い場所へ移動してください。 

   

  ディスプレイに「Activate Pass？」と表示された場合 
  

  メニュー1ページ目の「Activate Pass？」画面で、電源/メニューボタンを 

  3秒長押しして、認証を行います。 

 「Wi-Ho!」と表示されたら、通信可能です。 
 

  ※日付が変わるごとに認証が必要です。 

 

   

 

 

 

 
                                       

  

 

■電源を切る 

    メニュー２ページ目の「Power off?」 

   画面で、電源/メニューボタンを3秒長押し 

   する。 
  
 

 

 

 

 



 

7 

変換プラグ 変換プラグが同梱されていない国もございます。 

Aタイプ 

アメリカ、エジプト 

カナダ、カンボジア 

グアム、サイパン 

サウジアラビア、台湾 

フィリピン、ブラジル 

メキシコ 

ＢF タイプ 

アラビア、アラブ、 

アルゼンチン、インド、 

イギリス、イラン、 

エジプト、ジャマイカ、 

サウジアラビア、 

シンガポール、タイ、 

チリ、香港、マレーシア 

Ｂ3 タイプ 

アラブ、イラン、インド、 

インドネシア、チリ、 

エジプト、クウェート、 

サウジアラビア、 

ジャマイカ、ネパール、 

香港、マレーシア 

Bタイプ 

シンガポール、 

中国、 

ケニア共和国、 

南アフリカ、 

クウェート、 

インド、 

インドネシア、 

バリ島、 

モンゴル、 

ネパール 

SEタイプ 

イスラエル、イラン、 

インドネシア、エジプト、 

オランダ、オーストリア、 

韓国、ギリシャ、スイス、 

クウェート、ドイツ、 

サウジアラビア、 

スウェーデン、 

ベルギー、スペイン、 

フィンランド、フランス 

Cタイプ 

アルジェリア、 

アルゼンチン、スイス、 

イタリア、イラン、 

イスラエル、ドイツ 

インドネシア、 

エジプト、タイ、中国 

オーストリア、 

クウェート、フランス 

サウジアラビア 

Oタイプ 

オーストラリア、 

クック諸島、 

ニュージーランド、 

フィジー、 

パプアニューギニア 

 

O2 タイプ 

中国 

充電方法 充電方法 

 電源を切った状態で、充電を行ってください。 

 表示が変わり充電が完了したら、速やかに充電器を 

 取り外してください。 
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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 
 

 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。 
 

 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   

   インターネット接続ができない場合や、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。  

 

 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 5 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。 

 

  

困ったときには 


