
 

 SoftBank SIM Free端末専用 4G LTE 一ヶ月900GB 説明書 
Japan WiFi Softbank for SIM FREE Devices 4G LTE 900GB Manual 

【接続方法 Instructions】 

　　 1. SIMカードをご利用端末に挿入。          2. 下記APNを設定してご利用開始。 
            1. Insert the SIM card into your SIM free device.      2. Set up the APN below to activate it. 
 

【APNの設定方法 APN Setting Instructions】 

※設定画面は、端末、ver.等によって異なりますので、ここでは、一例をご説明いたします。 
※The path to  APN setting page may vary depending on the device you use. Here are some examples: 

 
・IPHONE 

【設定】⇒【モバイルデータ通信】⇒【通信オプション】⇒【データローミングをONにスライド】⇒【モバ

イルネットワーク】⇒【新しいAPNを設定】 
[Settings] ⇒Turn on [Mobile Data] ⇒ [Mobile Data Options] ⇒ Turn on [Data Roaming] ⇒ [Mobile Data Network] ⇒ Set the APN  

「APN」： plus.4g 

※他の欄は空欄で構いません。Other sections can be left blank.　　 

※設定できない場合、下記のQR CODEをスキャンし、プロファイルをインストールできます。 
※If you can’t set the APN, please scan the QR code below to download and install the file. If the file is successfully installed, you 

should be able to use the internet right away. 

 

ご注意：使えない場合、プロファイルをチェックしてください。 

Note: If the QR Code doesn’t work, please check if the following description is in the default setting. 

【設定】⇒【一般】⇒【プロファイル】⇒中には他の設定があった場合、削除してください。 

 [Settings] ⇒ [General] ⇒ [Description]   If there’s a default description file, please delete it. 　　　 

そして、【設定】⇒【一般】⇒【リセット】⇒ネットワーク設定をリセットしてください。 
Then go to  [Settings] ⇒ [General]⇒ [Reset] ⇒ Reset network setting  

 
・Android 

【設定】⇒【その他設定】⇒【モバイルネットワーク】⇒【データローミングをONにスライド】⇒ 

【アクセスポイント名】⇒【+マーク】⇒【新しいAPNを設定】 
   [Settings] ⇒ [Other Settings] ⇒ [Mobile Network] ⇒ Turn on [Data Roaming] ⇒ [Access Point Names] ⇒ [+(add)] ⇒ Set the APN 

「名前 Name」： Softbank      「APN」： plus.4g           「ユーザー名 Username」： plus  

「パスワード Password」： 4g  「認証方式 Authentication Type」： CHAP 
 

・SIM FREE端末（ルーター）Other SIM Free Devices 

「名前 Name」： Softbank      「APN」： plus.4g           「ユーザー名 Username」： plus  

「パスワード Password」： 4g  「認証方式 Authentication Type」： CHAP 

 
※ネットワーク品質の維持および公平な電波利用の観点から、国内外の通信会社では、短期間に大量のデータ通信を行うユーザーに対して、

通信量の制限を行う場合があります。その場合、インターネットに接続ができなくなる、また通信速度が落ちることがあります。動画の閲

覧、ネット通話、大容量ファイルのダウンロード、自動アップデート機能などはお控えください。万が一利用制限が発生しても、その期間の

利用料金は返金致しません。ご了承ください。 

※ All users must follow The International Fair Usage Policy.  
We suggest you turn off the device when not in use, and turn off auto-update and auto-backup functions on your phones and tablets. If the cellular 
company detects an excessive amount of data were consumed in a short period of time, they have the right to lower or disconnect your connection speed 
without notifying iVideo in advance. There will be no refunds or compensation if this occurs. 

 
※レンタル期間は終わる時、SIMの返送は要ります。万が一の場合、SIMが損害または紛失された場合、3000円で請求させていただきます。 

※You will need to return the SIM card when the rental ends. If the SIM card is lost or damaged, a compensation fee of $31 will be charged from you. 
 
TEL：81-3-5830-8116 　 TEL : 1-856-602-2234 M-F 9AM - 4PM EST (Closed on Federal Holidays) 
Email：ivideo.japan@gmail.com 　 Email: ivideo.customer@gmail.com 
Line ID： @ivideo.jp(@も必ず入力してください。) Line: @ivideo.en 
住所：東京都台東区西浅草 3-27-14 102号室 WhatsApp USA: +1-856-602-2234/ WhatsApp Asia : +886-972-704-612 
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