handy スマートフォン ユーザーガイド

簡単操作で、国内・国際通話
インターネットを無料で利用できます。

You can use a complimentary smartphone after operating simply.

Free domestic / international calls, Free internet Access.

データ消去 Erase data

起動方法 Activation process
Step1

言語を選び

チェックアウト日を

ご自身でデータを

Select your language and
agree to Terms & Conditions.

Select check-out date.

How to erase data
by yourself.

希望の言語を選択し、

操作を続けると本画面が自

チェックアウト日に、ご利用データは

チェックを入れて矢印を

クアウト日を選択して「OK」

去する場合は「メニュー」→「データ消

利用規約に同意する

Step2

選択する

消去する方法

動的に表示されます。チェッ

「利用規約に同意」に

自動的に消去されますが、ご自身で消

をクリックします。

クリックします。

去」から操作できます。

This screen will be
automatically shown
if you continue to operate.

Tap the desired
language from the list.

To erase data by yourself,
tap "Erase Data" from the
Menu button.

Wi-Fi テザリングの利用方法 Wi-Fi tethering
Step1

Step2
「メニュー」から

「Wi-Fiテザリング」
をクリックします。

Click "Wi-Fi
Hotspot"
from "Menu".

Step3
30 分間無料の

プランと、24 時間

300 円のプランを

選択いただけます。

Step4
メールアドレスを

「テザリング開始」をクリックし、ご自

を入れて「次へ」

ワードを設定してください。30 分後に

ご入力後、
チェック

初回

身のデバイスで Wi-Fi 名と Wi-Fiパス

をクリックします。

自動的に接続が解除されます。

You can choose

After you enter

Click "START HOTSPOT" and set up

between free plan

your email

your devices to match the Wi-Fi

for 30 minutes

address, tick the

name and Wi-Fi password shown

usage or 300 yen

box and click

on the screen. Wi-Fi connection will

plan for 24 hours

"NEXT" button.

be automatically discontinued in
30 minutes.

usage.

2回目以降

Step3

メールアドレスと

クレジットカード情報を

Step4

入力し、チェックを入れて

「今すぐ支払う」をクリック
します。

支払い完了画面

が出たら、
「Wi-Fi
テザリングに進

む」をクリックし
ます。

Step5

「テザリング開始」をクリックし、ご自

身のデバイスで Wi-Fi 名と Wi-Fi パス
ワードを設定してください。一度接続
を解除しても、24 時間以内であれば
再接続できます。

Enter your email

After payment

Click "START HOTSPOT" and set up

address and credit card

successful

your devices to match the Wi-Fi

information, tick the

screen is

name and Wi-Fi password shown

box and click " PAY

displayed, click

on the screen. In case Wi-Fi

NOW" button.

"CONTINUE TO

connection is discontinued, you can

HOTSPOT"

still reconnect within 24 hours.

その他のメニュー Other menu

handy フォン画面
handy phone screen

国際電話

国を選んで国際電話をかけられます。

国内通話

日本国内への電話をかけられます。

International calls

Domestic calls

You can select the country, and make international calls.

You can make domestic calls.

スピードダイヤル

ホテル指定の便利な番号に電話をかけられます。

ボトムメニュー

ホーム（旅行ガイド）
・アプリ一覧
シティガイド・マップ等の情報を表示します。

Speed dial

Bottom menu

You can make phone calls to the convenient
number designated by Hotel.

Displays information such as Home (Travel guide),
App menu, City guide and Map.

※ホテルに関するお問い合わせは、直接ホテルにご連絡ください。

※Please contact hotel directly in case you have any hotel related inquiries.
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