取扱説明書

接続・設定するときにお読みください

NWA-A12905-001-00
2021 年 2 月 第 1 版

技術基準適合認証品

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

必ず 「メンテナンスバージョンアップ機能に関する許諾について」 をご確認いただい
てから、 本商品をご利用ください。
（*「ご利用にあたっての注意事項」
＜別紙＞）
メンテナンスバージョンアップ機能は、
本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合に、
インターネットを介して自動で
バージョンアップする機能です。本機能が有効の場合、本機能が動作するために必要な情報をNECプラットフォームズ株式
会社が運用するサーバへ通知します。
本機能に関して許諾いただけない場合は、
機能を停止することができます。

このたびは Aterm MR10LN をご利用いただき、まことにありがとうございます。
Aterm MR10LN（以下、本商品と呼びます。
）は、LTE/3G に接続してインターネット通信が利用
で き る、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b の
無線 LAN 規格に準拠した、SIM ロックフリーのマルチバンド対応 LTE モバイルルータです。
※ 本書では無線 LAN 端末（スマートフォンなど）を子機と呼びます。

デュアル SIM 対応

本商品は、nanoSIM カードのスロットが 2 つあります。
2 枚の nanoSIM カードをボタン操作で切り替えることができます。また、
「自動 SIM 切替機能」
（* ユーザーズマニュアル ）であらかじめ条件を設定しておくと、ボタン操作することなく nanoSIM カー
ドスロットが自動的に切り替わります。

1

設定の準備をしよう
nanoSIM カードを取り付ける

本商品は、nanoSIM カードスロットが 2 つあります。nanoSIM カードを抜き差しするこ
となく、SIM 切り替えが可能です。
1 本商品側面の SIM カバーを開ける

2 nanoSIM カードの IC 面（金属面）を上
にして、nanoSIM カードスロットにまっ
すぐに差し込み、カチッと音がするまで
指先などで押し込む

Wi-Fi 設定用 QR コードで Wi-Fi 接続する

※ 切り欠きの方向にご注意ください。
※ nanoSIM カードが正しく取り付けられているか
ご確認ください。
※ カードスロットに金属物を差し込まないでください。

※指先を斜めにすると
押し込みやすいです

3 SIM カバーを閉じる

]
]

□ つなぎかたガイド（本書）
□ ご利用にあたっての注意事項（別紙）
□ 保証書・お問い合わせアフターサー
ビス（別紙）

⑤

選択ボタン

ストラップホール

※ 電源 OFF または休止状態で、電源ボタンを短押しすると電池残量が表示されます。
※ 内蔵電池の保護のため、低温または高温になったら充電を停止することがあります。
※ 本商品の充電は、電源 OFF および休止状態中に行ってください。
満充電後の使用で、電池残量が約 70％以上のときは、充電を再開しない場合があります。
※ ロングライフ充電を［使用する］に設定している場合、満充電にはなりませんので、ご注意ください。（最大充電
容量が約 70％。初期値は [ 使用しない ]）
※ 電源 ON の状態で充電している場合や、本体の温度が高い場合は、電池保護のため、満充電になっていなくても
充電を停止することがあります。また、電源 ON の状態で長時間充電を続けると、電池保護のため自動的に電池
残量を徐々に減少させ、ロングライフ充電と同じ状態になります。
※ 停電復旧後、電池保護のため充電が再開されない場合があります。その場合は、USB ケーブルの抜き差しを行っ
てください。充電が再開されます。

本商品の状態や通知情報などが表示されます。
また、本商品の情報を確認したり主要な設定を行う
ことができます。

②U
 SB ポート

添付の USB ケーブルを接続するときに使用します。

③  電源ボタン

電源の ON/OFF を行います。

3

ディスプレイのメニューや項目を確定するときに使
用します。

⑤  選択ボタン

ディスプレイのメニューや項目をカーソル移動して
選択するときに使用します。

⑥n
 anoSIM
カードスロット

nanoSIM カードを挿入します。

管理者パスワード控え欄

Android 端末の一例

以上で Wi-Fi 接続の設定は終了です。

4 本商品の暗号化キーを入力して［次へ］を
クリックする
※ 暗号化キーとは、Wi-Fi 接続するためのパスワード
です。セキュリティ キー、パスフレーズ、ネットワー
クキーとも呼ばれます。

1 本商品に接続した子機（パソコン、スマートフォンなど）の WWW ブラウザを起動する

クイック設定 Web とは、WWW ブラウザ上で、本商品の設定変更など
を行う設定画面です。スマートフォン用と PC 用の 2 種類があります。

5 APN の設定をする
APN の接続先設定画面が表示されるので、
「事業者及びサービス名」で、APN リストから
接続する通信事業者を選択し、［設定］をタップします。
APN リストにご契約の通信事業者が表示されない場合、または
プ ル ダ ウ ン メ ニ ュ ー で APN リ ス ト が 表 示 さ れ な い 場 合 は、
「POINT1 APN を手動で設定するには」の手順 6 を参照し、手
動で APN の登録を行ってください。

「パスワード」に管理者パスワードを入力し、
［ログイン］をタッ
3「ユーザー名」に「admin」を、
プする

決定する

※ ユーザー名「admin」は半角小文字で入力してください。
※ 管理者パスワードは、本商品本体のラベルに記載された英数字 8 桁のパスワード（Web PW）が初期値となります。
本商品のディスプレイにも表示されます。

本商品の画面操作は、 ボタンでカーソル移動して選択し、 ボタンで
カーソル位置の項目を決定します。

3「メンテナンスバージョンアップ機能に関する許諾について」で
して下まで内容を読み、［OK］を選択し、 決定する

を押

admin
管理者パスワード

4「つなぎかたガイドに従い本機に接続しクイック設定 Web にアクセスし
て初期設定を完了させてください。」と表示されたら STEP 2 へ進む

※ 本商品に有線接続する場合は、STEP 3 → STEP 5 の順にお進みください。
※「設定ウィザード」は、ご利用開始時および初期化後、最初に電源を入れたときに起動し
ます。

本商品をより安全にお使いいただくため、本商品の管理者パスワードと暗号化キーを決めて、
控えておいてください。（STEP3 で設定します。
）

※ 英大文字小文字、数字、記号を組み合わせた 10 桁以上の文字列をお勧めします。
※ 名前や生年月日、同一数字など、他人に推測されやすい文字列の使用は避けてください。また、複数の機器やサービス
間での使い回しはしないでください。
※ 使用できる文字は、8 ～ 64 桁の半角英数字記号 (0 ～ 9、a ～ z、A ～ Z、記号 ) です。
記号：-（ハイフン）、_（アンダースコア）

iOS 端末の一例

「設定ウィザード」は、ご利用開始時および初期化後にクイック設定 Web を開くと起動します。LTE の接続先（APN）の設定、
インターネットへの接続状況確認やセキュリティ強化のため、管理者パスワードと暗号化キーの変更を行うことができます。
Wi-Fi 接続の子機からクイック設定 Web を開くにはあらかじめ本商品と子機との Wi-Fi 通信を確立しておく必要がありま
す。

以降の手順はスマートフォンで起動した場合の手順です。

接続をはじめる前に
［管理者パスワード］
管理者パスワードとは、本商品の設定画面を開く際のパスワードです。工場出荷状態では本商品本体
のラベルに記載された英数字 8 桁のパスワード（Web PW）となりますが、本商品をより安全にお
使いいただくため、STEP3 にて任意の文字列を設定します。あらかじめ決めて、下記の「管理者パ
スワード控え欄」に控えておきましょう。

2 通知領域（タスクトレイ）に
あるネットワークアイコンを
Windows 10 の例
クリックする
3 ネットワークの一覧の中から、本商品のプラ
イマリ SSID をクリックし、
［接続］をクリッ
クする

設定ウィザードで設定しよう

ディスプレイを消灯／点灯するときに使用します。
④  決定ボタン

※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してくだ
さい。

以上で Wi-Fi 接続の設定は終了です。

※ クイック設定 Web の起動方法は、裏面「クイック設定 Web の起動方法」を参照してください。

※「NEC」表⽰は、ご契約の通信事業者によって変わることが
あります。

はたらき

① ディスプレイ

2 Wi-Fi の設定内容が表示されたら、［接続］
をタップする

2 本商品のクイック設定 Web を開く
WWW ブラウザのアドレスに 「http: //192.168.179.1」と入力し、パソコンの Enter
キーを押す、もしくは、子機の［実行］または［開く］をタップしてください。

※「言語選択」は、ご利用開始時および初期化後、最初に電源を入れたときに表示されます。

名称

1 パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にす
る

※ 本商品のプライマリ SSID は、本商品本体のラベル
に記載されています。

5 ステータスバーに下記のアイコンが表示され
ることを確認する

休止状態に移行したり、復帰するときに使用します。

⑥ nanoSIM カードスロット

※ 本商品のプライマリ SSID は、本商品本体のラベル
に記載されています。

※ 本商品（aterm-xxxxxx）に正しく接続されていることを確認してください。

1 本商品のディスプレイに「NEC」と表⽰される
まで 電源ボタンを押して電源を ON にする

2 言語選択で［日本語］を選択し、

SIMカバー

3「Wi-Fi」をオンにして、本商品のプライマ
リ SSID と同じ名前をタップする

※ 暗号化キーとは、Wi-Fi 接続するためのパスワード
です。セキュリティ キー、パスフレーズ、ネットワー
クキーとも呼ばれます。

USB Type-C コネクタ

電源を切る場合は 電源ボタンを長押しし、表示された
電源オプション画面で、［電源 OFF］を選択します。

各部の名称とはたらき

② USB ポート

2［Wi-Fi］をタップする

USBポート

USBケーブル

本商品を充電する場合に使用します。また、パソコンと接続する場
合にも使用できます。

決定ボタン

1 ホーム画面などから［設定］をタップする

4「パスワード」に、本商品の暗号化キーを入
力し、
「Join」
（または「接続」
）をタップす
る

電源プラグ

電源を入れよう

④

※ 以下は iOS 端末を主な例に説明しています。機種・バージョ
ンにより異なる場合があります。

※ Windows 8.1 の場合は、
［スタート］画面で［デスクトップ］
を選択してからはじめてください。

以上で Wi-Fi 接続の設定は終了です。

ACアダプタ

箱の中身をチェックしよう

◦工
 場出荷状態では、本商品のディスプレイに保護シートが貼って
あります。保護シートは、はがしてご使用ください。
◦工
 場出荷状態では、本商品の背面に本商品の初期設定値が記載さ
れたラベルが貼ってあります。
（* STEP 2) ラベルは、設定が
終わったら本体からはがし、
『保証書・お問い合わせアフターサー
ビス』
（別紙）に貼付して、
失くさないよう大切に保管してください。

※自作のパソコンはサポート外となります。

手動で Wi-Fi 接続する

※ iOS の場合は、画面上部の Wi-Fi 接続通知をタップ
し、確認メッセージが表示されたら［接続］をタッ
プします。

100V ACコンセントへ

USBコネクタ

電源ボタン

※ カメラビュー内の読み取り範囲内に QR コードを表
示させてください。自動的に QR コードを読み取り
ます。
※ Wi-Fi 設定用 QR コードは本商品の Wi-Fi 設定情報
（ネットワーク名、暗号化キー）の初期値が含まれ
ています。

（Windows 10/8.1 の場合）

本商品の内蔵電池は、ご利用開始時の状態では十分に充電されていません。はじめてご使用
になるときは、必ず充電してからお使いください。

本商品に関する機能や操作設定などの情報を、
Web サイトに掲載しています。

設定を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。不足しているもの
がある場合は、本商品の入手元またはお問い合わせ窓口へご連絡ください。
□ MR10LN（本体）
□ AC アダプタ（AL1-004378）

無線 LAN 内蔵パソコンの場合

充電する

※名称が異なる場合があります。

③

※ 以下の手順は一例です。機種・バージョンにより異なる場合
があります。
※ OS のバージョンによっては本機能で接続できない場合があ
ります。

1 QR コードリーダーまたはカメラアプリを
起動し、本商品本体ラベルの Wi-Fi 設定用
QR コードから QR コードを読み取る

• nanoSIM カードを 2 枚で使う場合は、よく使 【控え欄】
う通信事業者の nanoSIM カードを nanoSIM
カードスロット1に挿入してください
[ 1 :
• 挿入した nanoSIM カードの通信事業者を
nanoSIM カードスロット毎に【控え欄】 [ 2 :
へ控えておいてください。

ユーザーズマニュアルの URL は、
『保証書・お問い合わせ
アフターサービス』
（別紙）※に記載しています。

① ディスプレイ

※ 暗号化キーとは、Wi-Fi 接続するためのパス
ワードです。セキュリティ キー、パスフレー
ズ、ネットワークキーなどとも呼ばれます。

スマートフォン／タブレット端末の場合

3 AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

● ユーザーズマニュアル

本 商 品 のご 利 用 開 始 時 の ネット
ワーク名（SSID）および暗号化
キーは、本商品本体のラベルに記
載されています。

以下は Wi-Fi 接続方法の主な例です。

切り欠き

1 USB ケーブルの USB Type-C コネクタを、本商品の USB ポートにまっすぐに差し込む
2 USB ケーブルのもう一方の USB コネクタを、AC アダプタの USB ポートに差し込む

本商品のマニュアルは下記のように構成されています。

□ USB ケーブル

ご利用開始時の本商品に、ご利用の子機から Wi-Fi 接続します。本商品のネットワーク名（SSID）および暗号化キー
をご利用の子機に設定してください。
詳細な Wi-Fi 接続方法は、子機の取扱説明書などを参照してください。

AC アダプタと USB ケーブルを使って充電します。

本商品のマニュアル構成について
●つなぎかたガイド（本書）
●ご利用にあたっての注意事項（別紙）

ご利用開始時の本商品に Wi-Fi 接続しよう

※ 矢印側のミゾに爪などをかけて外します。

「見えて安心ネット」に対応

本商品に Wi-Fi 接続したことがある子機を一覧で把握したり、不明な端末の本商品への接続を拒
否したりできます。また、
「こども安心ネットタイマー」でインターネットの使用時間を制限す
ることができます。
詳細は ユーザーズマニュアル を参照してください。

2

タップ
4 管理者パスワードを変更する
「管理者パスワードの変更」画面で「現在のパスワード」欄に手順 3 でログインした初期
値の管理者パスワード（Web PW）を入力し、「新しいパスワード」「新しいパスワード再
入力」欄に左記「接続をはじめる前に」で控えておいた管理者パスワード（任意の文字列）
を入力し、［変更］をタップします。

［暗号化キー］
暗号化キーとは、Wi-Fi 接続するためのパスワードです。セキュリティキー、パスフレーズ、ネットワー
クキーとも呼ばれます。ご利用開始時では本商品本体のラベルに記載された値となりますが、本商品
をより安全にお使いいただくため、STEP3 にて任意の文字列を設定します。あらかじめ決めて、下
記の「暗号化キー控え欄」に控えておきましょう。

6 インターネットに接続できるか確認するため［WAN 側接続確認］をタップする
7「正常に接続されています。」と表示されたら [ 次へ ] をタップする
「WAN 側接続されていません。」などと表示され、接続確認ができなかった場合でも［次へ］をタップ
して先に進むこともできます。

8 暗号化キーを変更する
「Wi-Fi 設定」画面で「WPA 暗号化キー (PSK)」欄に左記「接続をはじめる前に」で控え
ておいた暗号化キー（任意の文字列）を入力し、［完了］をタップします。
暗号化キーを変更することで、子機からの Wi-Fi 接続が切断され
ます。裏面の STEP 4 を参照して、Wi-Fi 接続をし直してくださ
い。

※ 英大文字小文字、数字、記号を組み合わせた 13 桁以上の文字列をお勧めします。
※ 名前や生年月日、同一数字など、他人に推測されやすい文字列の使用は避けてください。また、複数の機器やサービス
間での使い回しはしないでください。
※ 使用できる文字は、8 ～ 63 桁の半角英数記号 (0 ～ 9、a ～ z、A ～ Z、記号 ユーザーズマニュアル )、または半角 64
桁の 16 進数（0 ～ 9、a ～ f、A ～ F）です。

タップ

暗号化キー控え欄

裏面 STEP4 へ

4

ディスプレイ表示について

暗号化キーを変更した本商品に Wi-Fi 接続する

本商品のディスプレイにはステータスアイコンや、設定メッセージなどが表⽰されます。

本商品の操作が一定時間（約 120 秒）なかったときは、ディスプレイが消灯します。
再度ディスプレイを表示させるには、
電源ボタンを短押ししてください。
（消灯しないように設定することはできません）

暗号化キーを変更した本商品に、ご利用の子機から手動で Wi-Fi 接続します。
本商品のネットワーク名（SSID）および STEP3 で変更した暗号化キーをご利用の子機に設定してください。
詳細な Wi-Fi 接続方法は、子機の取扱説明書などを参照してください。
以下は Wi-Fi 接続方法の主な例です。

スマートフォン／タブレット端末の場合
ホーム画面などから［設定］をタップする

◆ホーム画面

※ Windows 8.1 の場合は、［スタート］画面で［デスクトップ］を選択してからはじめてください。

「パスワード」に、STEP3 で変更した本商品の暗号化
キーを入力し、
「Join」
（または「接続」
）をタップする

＜ Windows 8.1 の場合＞

パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にする

①通
 知領域（タスクトレイ）にあるネットワークアイコ
ンをクリックする

※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。

通知領域（タスクトレイ）にあるネッ
トワークアイコンをクリックする

② ネットワークの一覧で本商品のプライマリ SSID を右ク
リックし、「このネットワークを削除」をクリックする

Windows 10 の例

※ 本商品のプライマリ SSID は、本商品本体のラベルに記載
されています。
STEP2 で接続したプライマリ SSID を選択してください。

ネットワークの一覧の中から、本商品のプライマリ
SSID をクリックし、［接続］をクリックする

上記の手順が完了したら、手順
さい。

※ 本商品のプライマリ SSID は、本商品本体のラベルに記載
されています。
STEP2 で接続したプライマリ SSID を選択してください。

に戻って接続し直してくだ

メニュー
データ通信量

③n
 anoSIM
カードの状態

STEP3 で変更した本商品の暗号化キーを入力して
［次へ］をクリックする

ステータスバーに下記のアイコンが表示されることを
確認する

※ 接続に失敗した場合は、下記の手順で、一度接続した際に
保存されていたネットワーク設定を削除してください。

以上で Wi-Fi 接続の設定は終了です。

メッセージの内容の詳細は
ユーザーズマニュアル を参照してく
ださい。

◆休止状態表示

休止状態のときに表示されま
す。

Android 端末の一例

本商品の設定中などに表示され
ます。

以上で Wi-Fi 接続の設定は終了です。

①通
 知領域（タスクトレイ）にあるネットワークアイコ
ンをクリックする
②「ネットワークとインターネットの設定」－「Wi-Fi」

－「既知のネットワークの管理」をクリックする
③ 接続するネットワーク名（SSID）をクリックし、
［削除］
をクリックする

5

接続状態を確認しよう

◆ 本商品のディスプレイに が表⽰され、 または と表⽰されている場合、本商品の設定は完了です。表示されない場合、トラブルシューティングの「イ
ンターネットに接続できない場合は」を参照してください。
◆ 本商品に接続した子機から外部の URL にアクセスできることを確認してください。
※ 本商品に Wi-Fi 接続している場合、本商品のディスプレイの
※ 接続台数が数字で表示されます。
※ 本商品に USB 接続している場合、本商品のディスプレイに

が

になっていることを確認してください。

本商品の状態を確認します

データ通信量

現在のデータ通信量を表示します（データ通信量の累積値 / 上限設定値）

電池残量

現在の電池残量を表示します

以上で、初期設定は終了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、 ユーザーズマニュアル を参照してください。

APN を手動で設定するには

本商品のホーム画面に「APN 設定を確認してください」と表
示された場合、LTE の接続先（APN）に接続されていません。
その場合は、クイック設定 Web で設定してください。

クイック設定 Web の起動方法
クイック設定 Web とは、WWW ブラウザ上で、本商品の変更などを行う設定画面です。
ディスプレイでの設定変更よりもさらに詳細な設定や状態確認が可能です。クイック設定 Web
を表示するパソコンやスマートフォン／タブレット端末は、あらかじめ本商品と接続しておく
必要があります。
1 本商品に接続した子機（パソコン、スマートフォンなど）の WWW ブラウザを起動する
※ 本商品（aterm-xxxxxx）に正しく接続されていることを確認してください。

1 本商品に接続した子機（パソコン、スマートフォンなど）の WWW ブラウザを起動する
※ 本商品（aterm-xxxxxx）に正しく接続されていることを確認してください。

2 WWW ブラウザのアドレスに「http: //192.168.179.1」と入力し、パソコンの Enter
キーを押す、もしくは、子機の［実行］または［開く］をタップしてください。

消灯

LTE/3G 機能がオフのとき

点灯

LTE でインターネットに接続しているとき

点滅

LTE でインターネットに接続処理中

点灯

3G でインターネットに接続しているとき

点滅

3G でインターネットに接続処理中

消灯

LTE/3G 機能がオフのとき

通信時は

送信時 受信時
（緑色）
（赤色）
表示

PIN ロック中 /PUK ロック中 /PIN 未認証状態
点灯※ 1
（数字は nanoSIM カードスロット番号）

国際ローミング状態
（数字は nanoSIM カードスロット番号）
LAN 側を USB で接続しているとき

⑤ Wi-Fi の状態

点灯

2.4GHz 帯で動作中のとき（右下の数字は接続台数）

点灯

5GHz 帯（屋外）で動作中のとき（右下の数字は接続台数）

点滅

利用チャネル確認中（DFS チェック中）

点灯

5GHz 帯（屋内）で動作中のとき（右下の数字は接続台数）

消灯

Wi-Fi 機能がオフのとき

点灯

電池残量を 6 段階で表示

点灯

充電中

※ 1 自動 SIM 切替が動作中のときは、青色点灯
※ 2 クイック設定 Web の「USB テザリング機能」で「使用する」のチェックが外れている場合は表示されません。
詳細については、 ユーザーズマニュアル を参照してください。

初期化方法

本商品は、1 枚の nanoSIM カードだけでお使いいただくこともできますが、サービス種類の異
なる 2 枚の nanoSIM カードを手動／自動で切り替えて使うことができる機能を持っています。
お客様のご利用に合わせて切り替えることで、今までにない新しい使いかたをお楽しみください。

うまく動作しない場合や、本商品をご利用開始時の状態に戻したい場合は、下記の手順で初期
化してください。（お客様にて設定した内容は消去されます。）

デュアル SIM で広がる可能性
大容量の SIM を追加

ビジネスとプライベート

動画や写真をたくさん撮って送る場合に、利用でき
る通信量の多い SIM へ切り替えるなど用途に合わせ
た nanoSIM カードの使い分けが可能です。

会社で契約している業務用 nanoSIM カードと個人
契約 nanoSIM カードの 2 種類を本商品 1 台で使
い分けることが可能です。

※ 管理者パスワードは、本商品の設定画面を開く際のパスワードです。表面の「接続をはじめる前に」で控えておい
た管理者パスワードを入力してください。

「パスワード」に管理者パスワードを入力し、
［ログイン］
3「ユーザー名」に「admin」を、
をタップする
「接続先設定（LTE/3G）
」 の「＞＞」をタップする
4「基本設定」をタップし、
5 対象 SIM を選択し、接続先の一覧から１つを選択して「編集」をタップする

admin
管理者パスワード

6 APN の詳細設定画面が表示されるので、「事業者及びサービス名」で「手動設定」を選択
し、接続する通信事業者の各項目に「サービス名」
、
「APN（接続先）」、
「ユーザー名」、
「パ
スワード」を入力し、
「認証方式」
、
「接続方式」を選択する

クリック
（画面は、Windows 10 の例です）

クイック設定 Web は、スマートフォン用と PC 用の 2 種類があります。接続した機器を判断し、自動で表
示されますが、
詳細設定やメンテナンス機能など PC 用クイック設定 Web でのみ表示される機能があります。

本商品から、nanoSIM カードの切り替えができます。切り替える前に下記について確認して
ください。
• nanoSIM カードが 2 枚挿入されていること
• APN 設定および APN の選択が完了していること
•「自動 SIM 切替」機能を使用する場合は、あらかじめクイック設定 Web で詳細設定されてい
ること
※ 詳細は ユーザーズマニュアル を確認してください。クイック設定 Web の起動については、左ページの「クイック設定 Web の起動方法」を参
照してください。

1 本商品のホーム画面で、［設定］を選択し、決定する
本商品の画面操作は、
す。

ボタンでカーソル移動して選択し、 ボタンでカーソル位置の項目を決定しま

2［SIM 切替］を選択し、決定する
3 使いかたに合わせて［SIM2 固定］もしくは［自動 SIM 切替］
を選択し、決定する

※ 設定されている状態が変わると表示内容も異なります。
［SIM2 固定］を選択した場合の例です。

トラブルシューティング
ご利用にあたり、考えられる代表的なトラブルとその対処を下記に記載します。

■ インターネットに接続できない場合は
● 回線開通手続きが完了していない
→ ご契約のサービスによっては、事前に開通手続きが必要な場合があります。この場合は、APN
情報の設定を行っても LTE/3G 接続ができません。
開通手続きにあたっては、本商品とは別の通信手段や端末が必要となる場合がありますので、ご
契約の通信事業者に確認してください。
● 3G 回線契約の nanoSIM カードを利用しているときに、ネットワークに接続できない
→ 本商品では、3G 回線契約のみの nanoSIM カードはご利用になれません。
※ 契約内容が不明の場合は、ご契約の通信事業者に確認してください。

● 本商品のディスプレイに［ ］が表⽰されている
→ LTE/3G サービスエリア内に移動してください。
→ 電源ボタンを⻑押しし、ディスプレイに「電源オプション」が表示されたら電源ボタンを放し、
［電
源 OFF］を選択し、決定して電源を OFF にします。10 秒ほど待ってから、再度ディスプレイ
に「NEC」と表⽰されるまで電源ボタンを⻑押しして電源を ON にしてください。
● 本商品のディスプレイに［LTE］または［3G］が表⽰されない
→ APN（接続先）など接続に必要な設定を間違えていたり、APN 設定の選択を間違えている可能
性があります。設定内容を確認し、間違っていたら設定を変更してください。
• 通信事業者に設定内容を確認し、間違っていたら設定を修正してください。
• ご使用の nanoSIM カードスロットと、選択した APN 設定が一致しているか確認してください。
● 本商品ディスプレイに「3G 接続エラー（xx）」が表示されている。
→ APN（接続先）など接続に必要な設定を再確認してください。それでも表示されるときは、LTE/3G 回
線の状態が良くない場合があります。ご契約の通信事業者へお問い合わせください。

■ うまく動作しない場合は
5「SIM 切り替え中」と表示されるので、しばらく待つとホーム
画面が表示される
6 nanoSIM カードの状態が
する

［設定］をタップする
7 各項目の入力が完了したら、
8［戻る］をタップし、設定した接続先の [ 国内設定 ] にチェックが入っていることを確認す
る

1 本商品のディスプレイの［設定］を選択し、決定する

2［メンテナンス］を選択し、決定する

3［初期化］を選択し、決定する

［はい］を選択し、決
4「ご利用開始時の状態に戻ります。よろしいですか？」と表示されたら、
定する

● ネットワーク接続に失敗する
→ 表⽰される電波受信レベルを確認して、電波状態の良い場所に移動してください。

文字列を間違えないように入力してください。
選択

ボタンでカーソル移動して選択し、 ボタンでカーソル位置の項目を決定しま

※ 再起動後、初期化が完了します。

4「SIM を切り替えますか？」と表示されたら［はい］を選択し、
決定する

任意の文字列を入力してください。

本商品の画面操作は、
す。

「パスワード」に管理者パスワードを入力し、
［ログイン］をクリッ
3「ユーザー名」に「admin」を、
クまたはタップする

以降の手順はスマートフォンで起動した場合の手順です。

• 通信事業者が指定した書類や nanoSIM カードのケースなどに記載の APN 情報を準備してください。
• LTE 端末用の APN を設定してください。
• APN には、「スペース」、「"」、「&」、「,」、「:」、「;」、「<」、「>」
、
「¥」は使用できません。

デュアル SIM と自動切替

2 WWW ブラウザのアドレスに「http://aterm.me/」または「http: //192.168.179.1」
と入力し、パソコンの Enter キーを押す、もしくは、子機の［実行］または［開く］をタッ
プしてください。

※ クイック設定 Web の起動方法は、右記「クイック設定 Web の起動方法」を参照してください。

9 [ 設定 ] をタップする

LTE/3G が圏外のとき

が表示されていることを確認してください。

例：https://www.necplatforms.co.jp/
◆ 本商品のディスプレイに「APN 設定を確認してください」と表⽰されている場合、POINT1 で接続先設定を行います。

1

各種項目の設定をします

情報

点灯

点灯

説明

設定

LTE/3G の信号の強度を 4 段階で表示

④有
 線接続の
状態※ 2

⑥ 電池状態

名称

説明

点灯

点灯

※ リモート起動有効時

【ホーム画面】

状態

nanoSIM カードを認識
点灯※ 1
（数字は nanoSIM カードスロット番号）

◆設定メッセージ表示

＜ Windows 10 の場合＞

表示

nanoSIM カード未挿入または未認識状態
点灯※ 1
（数字は nanoSIM カードスロット番号）

電池残量

◆状態メッセージ表示

iOS 端末の一例

①電
 波受信
レベル

② 接続状態

※自作のパソコンはサポート外となります。

「Wi-Fi」をオンにして、本商品のプライマリ SSID
と同じ名前をタップする

※ iOS 端末で、「パスワードが違います」と表示された場合
は、［OK］をタップします。
※ Android 端末で、STEP2 で接続した本商品のプライマ
リ SSID をタップしても手順 に進まない（
「パスワー
ド」の入力画面が表示されない）場合は、同じプライマリ
SSID をロングタップし、
「変更」または「ネットワーク
を変更」を選択して、手順 に進みます。

名称

ステータスアイコン

無線 LAN 内蔵パソコンの場合（Windows 10/8.1 の場合）

※ 以下は iOS 端末を主な例に説明しています。機種・バージョンにより異なる場合があります。

［Wi-Fi］をタップする

以下の画面は例です。

2 台目以降の子機を Wi-Fi 接続する際は、
下記を参照して手動で設定してください。

【おもなステータスアイコン】

から

に切り替わったことを確認

● 画面が動かない、電源が切れない
→ 画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合は、 電源ボタン、 決定ボタン、
選択ボタンを同時に 10 秒以上押すと、強制的に電源を切ることできます。強制的に電源を切
るため、設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

※［自動 SIM 切替］を選択した場合は、設定条件により切り替わります。ステー
タスバーに表示されるアイコンは青色になります。

PIN/PUK ロックを有効にしている場合、
ユーザーズマニュアル を参照してください。

■ Aterm は、⽇本電気株式会社の登録商標です。 ■ Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。 ■ Windows は、⽶国 Microsoft Corporation の⽶国およ
びその他の国における登録商標または商標です。 ■ Mac、macOS、OS X は、⽶国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 ■ Internet Explorer は、⽶国
Microsoft Corporation の⽶国およびその他の国における商標または登録商標です。 ■ Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、WPA、WPA2 および WPA3 は、Wi-Fi Alliance の商標また
は登録商標です。 ■ Google Chrome、Android、Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。■「QR コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。
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