
データ通信サービス モバイルLTE(SIM)

ご利用内容のご案内

モバイル設定情報

お電話によるお問い合わせ 0120-409-500
受付時間 9:00-12:00、13:00-17:30（土日祝日および年末年始は除く）

関連インフォメーション

SIMカードは、本商品の提供にあたり、お客様に貸与されるものです。
ご使用済みのSIMカードは当社にご返却ください。

返却先

〒220-8668 
神奈川県横浜市西区みなとみらい6-1
富士ゼロックス(株) データ通信サービス SIM返却係宛
※送料はお客様負担となります。あらかじめご了承ください。
※紛失・破損などの場合はお問い合せ窓口までご連絡ください。

お問い合わせ窓口について

ご使用済みのSIMカードについて

APN lte-ocn.ntt.com

認証ID w60085eh@bizmc.ocn.ne.jp

認証パスワード KSCCpY26

認証モード PAP

PDPタイプ IP

D4SIM_V02.1b

お問い合わせの際は【お申込み回線情報に関するご案内】に記載されている「契約回線番号」と
【お客様番号（ID番号）案内書】をご準備ください。

●お申込み内容、ご利用サービスについてのお問い合わせ ●故障についてのお問い合わせ
●通信端末などの設定方法についてのお問い合わせ

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
このたびは、弊社サービスをお申し込みいただきまして、誠にありがとうございます。
お申し込みいただきましたサービスについて、下記の設定でサービスの開始をお願い致します。

約款情報URL （約款情報を案内しています）

工事・故障URL（工事情報、故障情報などを案内しています）

http://www.fujixerox.co.jp/support/service/data_communication/

http://www.fujixerox.co.jp/support/service/data_communication/
agreement.html /



お客様相談センター フリーダイヤル 0120-27-4100 土、日、祝日および当社指定休業日を除く、9時～12時、13時～17時
フリーダイヤルは、携帯番号、PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。

※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

〒220-8668 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-1
http://www.fujixerox.co.jp/

※XEROX、およびそのロゴと“コネクティング・シンボル”のマークは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

< 端末機器、SIMカード 保証規定 > 

1．（保証期間）
端末機器およびSIMカード（以下、本規定において「本製品」といいます）の保証期間は、本製品の通信開通日から
1年間です。

2．（保証の対象外）
前項にかかわらず、本製品に付属する各種アダプタ、その他消耗品は保証の対象外となり、本規定の適用はありま
せん。 ※リチウムイオン電池は消耗品です。

3．（無償修理・交換）
本製品が、各種マニュアルおよび本体ラベル等の注意事項にしたがった正常な使用状態で使用したにもかかわらず
故障した場合、保証期間内に限り、無償修理または交換します。

4．（有償修理・交換）
保証期間内であっても、以下に該当する場合は、有償での修理または交換となります。
・ご購入後の輸送、移動、落下等による故障または損傷
・不当な修理、改造、または異常電圧に起因する故障または損傷
・火災、地震、水害、落雷等の天災事変もしくは盗難、水濡れ、水没等による故障または損傷
・ 故障の原因が本製品以外にある場合
・ 仕様の変更
・ファームウェアのアップデートに起因する故障または損傷 。SIMカードの外観に、反り・ねじれ・破損等が明ら
かに認められ、かつカードテスターにより正常な動作を確認できない場合

5．（付随的損害の免責）
本製品の故障、誤動作または不具合等によって生じた付随的損害については、富士ゼロックス株式会社
（以下「当社」といいます）は一切責任を負わないものとし ます。

6．（適用地域）
本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

＊本規定は、保証期間内において上記条件による無償修理または交換をお約束するものであり、お客様の法律上の
権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な点がありましたら、当社ヘルプ
デスクにお問い合わせください。

故障修理規定

1． この規定はデータ通信サービス利用規約に基づき、同規約に定義する端末機器、SIMカード（以下「本製品」といいま
す）の修理について適用されます。

2． 修理の流れ
（1）本製品の修理に関するご依頼またはお問い合わせは、富士ゼロックス株式会社（以下「当社」といいます）の

データ通信サービスヘルプデスク（本規定末尾に記載）までお願いいたします。

（2）本製品の修理を依頼される場合には、当社データ通信サービスヘルプデスクにお問い合わせの上お送りください。
この場合の送料はお客様のご負担になります。

（3）本製品をご返却する際の送料は当社にて負担いたします。

（4） 修理の前後を問わず、製品の輸送中、当社の責めによらず製品が滅失・毀損した場合には、当社は責任を負い
かねますので、あらかじめご了承ください。

3． 修理費用
有償修理となる場合は、修理料金表に基づき修理費用を申し受けます。
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● 商標および登録商標について

•Xi、FOMAは株式会社NTTドコモの登録商標です。

• Microsoft, Windows, Windows2000, WindowsXP, Windows7, Windows 8，

Internet Explorerは米国及びその他の国における

米国Microsoft Corporationの登録商標です。

- Windowsの正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。

- Internet Explorerの正式名称はMicrosoft® Internet Explorer Internet browserです。

• Macintosh, Mac, Apple, iPad, iOS, Safariは米国および他の国々で登録されたApple Inc.

の商標です。

• AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

•Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

• フリーダイヤルはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

• その他、記載された商品名及び会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

• 本文中の各社登録商標または商標には一部®マーク等は表示しておりません。



接続方法のご案内
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1 Windows 8の接続設定方法

1-1 ネットワークの設定方法

① ドコモUIMカードまたはminiUIMカード

（以下SIM カード）を挿入します。

端末の電源をオフにし、SIM カードを
取り付けます。

※ SIM カードの取り付け方法のご不明な点
につきましては、パソコンまたは
タブレットのメーカーにお問い合わせ
ください。

SIM カードを挿入しましたら、端末の
電源をオンにし起動します。

なお、ログインの際には管理者の権限を
持ったユーザーでログインしてください。

② Windows が起動しましたら、スタート

画面から「デスクトップ」のタイルを
選択し、デスクトップに切り替えます。
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SIMカードの抜き差しは

必ず主電源を切ってから行ってください



1 Windows 8の接続設定方法

1-1 ネットワークの設定方法

③ 画面右端にカーソルをもっていく、

またはスワイプします。
表示されたチャームから「設定」を選択
します。

④ 設定チャームから、「利用可能」を選択

します。

⑤ 「NTT DOCOMO」が表示されているの

を確認し、右クリックまたはロングタップ
（長押し）をします。

⑥ ポップアップしたメニューの「接続プロ

パティを表示する」を選択します。
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1 Windows 8の接続設定方法

1-２ 指定アクセスポイントへの接続

① プロパティの画面で、「プロファイル」

タブを選択し、以下のように設定します。

② 設定しましたら「OK」をクリック、

またはタップして画面を閉じます。

以上で、ネットワークの設定は完了です。

※ セキュリティ保護のため、実際のパスワードは (●) で表示されます。

① アクセス ポイント 「カスタム」

②
アクセス ポイント名
(APN)(A)

「lte-ocn.ntt.com」(半角)を入力します。

(ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｲｰ･ﾊｲﾌﾝ･ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･ﾃｨｰ･ﾃｨｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼｰ･ｵｰ･ｴﾑ)

③ ユーザー名(U)

「w60085eh@bizmc.ocn.ne.jp」（半角）を入力します。

(ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･6･ｾﾞﾛ･ｾﾞﾛ･8･5･ｲｰ･ｴｯﾁ･@･ﾋﾞｰ･ｱｲ･ｾﾞｯﾄ･ｴﾑ･ｼｰ･ﾄﾞｯ
ﾄ･ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･ｲｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼﾞｪｲ･ﾋﾟｰ)

④ パスワード(P)
「KSCCpY26」（半角）を入力します。

(ｹｰ･ｴｽ･ｼｰ･ｼｰ･ﾋﾟｰ･ﾜｲ･2･6)

lte-ocn.ntt.com

w60085eh@bizmc.ocn.ne.jp

KSCCpY26

3

4

2

1

7

※タブレットの場合
キーボードはデスクトップ画面下のバーからキーボードアイコンを
タップすることで表示することができます。



1 Windows 8の接続設定方法

1-3 ネットワークの接続方法

① 画面右端にカーソルをもっていく、

またはスワイプします。
表示されたチャームから「設定」を選択
します。

② 設定チャームから、「利用可能」を選択

します。

④ 「自動的に接続する」にチェックを入れ、

「接続(C)」を選択します。

⑤ 「NTT DOCOMO 接続済み」が表示

されます。

以上で、ネットワークの接続は完了です。

③ 「モバイルブロードバンド」内に表示

されている「NTT DOCOMO」を
選択します。

※ 「接続済み」の前に、「制限あり」と
表示される場合が有ります。
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1 Windows 8の接続設定方法

参考： ネットワークの切断方法

① 画面右端にカーソルをもっていく、

またはスワイプします。
表示されたチャームから「設定」を選択
します。

② 設定チャームから

「NTT DOCOMO」を選択します。

③ 「モバイルブロードバンド」内に表示

されている「NTT DOCOMO」を
選択します。

9

④ 「切断(D)」をクリックまたはタップ

すると、インターネットへの接続が
切断されます。



2 Windows 8.1の接続設定方法

2-1 ネットワークの設定方法

① ドコモUIMカードまたはminiUIMカード

（以下SIM カード）を挿入します。

端末の電源をオフにし、SIM カードを
取り付けます。

※ SIM カードの取り付け方法のご不明な点に
つきましては、パソコンまたはタブレット
のメーカーにお問い合わせください。

SIM カードを挿入しましたら、端末の
電源をオンにし起動します。

なお、ログインの際には管理者の権限を
持ったユーザーでログインしてください。

② Windows が起動しましたら、スタート

画面で右下隅か右上隅にマウスカーソルを
合わせます。
タッチパネルの場合は画面右端から内側に
スワイプします。

③ 表示されたチャームから【設定】を

クリックまたはタップします。

④ 設定チャームから、【利用可能】を

クリックまたはタップします。

10

SIMカードの抜き差しは

必ず主電源を切ってから行ってください



2 Windows 8.1の接続設定方法

1-２ 指定アクセスポイントへの接続

⑤ 【モバイル ブロードバンド】を「オフ」

⇒「オン」に切り替えます。

⑥ 【モバイルブロードバンド】で

「NTT DOCOMO」（XXXXX）が
表示されているのを確認します。

⑦ 「自動的に接続する」にチェックを入れ、

【接続】をクリック、またはタップします。

2-1 ネットワークの設定方法

11



2 Windows 8.1の接続設定方法

2-1 指定アクセスポイントへの接続

⑧ 次の表示がされたら、【再試行】を

クリック、またはタップします。

⑨ ドロップダウンリストから【カスタム】

を選択し、【次へ】クリックまたは
タップします。

12



2 Windows 8.1の接続設定方法

2-2 指定アクセスポイントへの接続

① 接続先情報を入力し、【次へ】クリック、

またはタップします。
② 【接続済み】と表示されたら、完了です。

13

lte-ocn.ntt.com

w60085eh@bizmc.ocn.ne.jp

① アクセス ポイント カスタム

②
アクセスポイント名

(APN)

「lte-ocn.ntt.com」(半角)を入力します。

(ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｲｰ･ﾊｲﾌﾝ･ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･ﾃｨｰ･ﾃｨｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼｰ･ｵｰ･ｴﾑ)

③ ユーザー名

「w60085eh@bizmc.ocn.ne.jp」（半角）を入力します。

(ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･6･ｾﾞﾛ･ｾﾞﾛ･8･5･ｲｰ･ｴｯﾁ･@･ﾋﾞｰ･ｱｲ･ｾﾞｯﾄ･ｴﾑ･ｼｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｵｰ･
ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･ｲｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼﾞｪｲ･ﾋﾟｰ)

④ パスワード
「KSCCpY26」（半角）を入力します。

(ｹｰ･ｴｽ･ｼｰ･ｼｰ･ﾋﾟｰ･ﾜｲ･2･6)

⑤ 認証の種類 「PAP」を選択します。

3

4

2

1

5PAP

●●●●●●●●



2 Windows 8.1の接続設定方法

2-3 ネットワークの接続方法

① 画面右端にカーソルをもっていく、

またはスワイプします。
表示されたチャームから「設定」を選択
します。

② 設定チャームから、【利用可能】を

クリックまたはタップします。

③ 【モバイルブロードバンド】内に表示され

ている【NTT DOCOMO】をクリック、
またはタップします。

④ 【接続（C）】をクリック、またはタップ

します。

✔
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2 Windows 8.1の接続設定方法

2-3 ネットワークの接続方法

⑤ 【接続しています】と表示されます。

⑥ 【接続済み】と表示されたら、完了です。
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2 Windows 8.1の接続設定方法

参考 ネットワークの切断方法

① 画面右端にカーソルをもっていく、

またはスワイプします。
表示されたチャームから「設定」を選択
します。

② 設定チャームから、【利用可能】を

クリック、またはタップします。

③ 【モバイルブロードバンド】内に表示され

ている「NTT DOCOMO」をクリック、
またはタップします。

④ 【切断(D)】をクリックまたはタップ

すると、インターネットへの接続が
切断されます。

16



3 Android 4.4の接続設定方法

3-1 SIMカードのセットと設定開始

① ドコモUIMカードまたはminiUIMカード

（以下SIM カード）を挿入します。
※詳しい方法は本体のマニュアルをご参照
ください。
ホーム画面でアプリケーションアイコン
をタップし、アプリ一覧を表示します。

③ 【無線とネットワーク】の【その他...】

をタップします。

② 【設定】アイコンをタップします。 ④ 【モバイルネットワーク】をタップします。

※画面は ASUS製 Nexus 5を使用

17

※端末によっ
てアイコンの
形状が異なる
場合がありま
す。製品付属
の取扱説明書
等をご確認く
ださい。

※端末によってア
イコンの形状が異
なる場合がありま
す。製品付属の取
扱説明書等をご確
認ください。

SIMカードの抜き差しは

必ず主電源を切ってから行ってください



3 Android 4.4の接続設定方法

3-2 新しいアクセスポイントの追加

① 【データ通信を有効にする】に【✔】が

入っているのを確認し
【アクセスポイント名】をタップします。

② 画面上 アイコンをタップ、

または【新しいAPN】をタップします。

◆ 機種によって、アイコンの配置が異なる場合があります。

18



3 Android 4.4の接続設定方法

3-3 指定アクセスポイントの入力

① アクセスポイントの編集を行います。

② 設定しましたら、【メニューキー】

をタップして、【保存】、または
【リターンキー】 をタップします。

19

① 名前
任意の設定名を英数字で

入力します。

② ＡＰＮ

「lte-ocn.ntt.com」(半角)を
入力します。
(ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｲｰ･ﾊｲﾌﾝ･ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･
ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･ﾃｨｰ･ﾃｨｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼｰ･ｵｰ･
ｴﾑ)

③ ユーザ名

「w60085eh@bizmc.ocn.n
e.jp」（半角）を入力します。

(ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･6･ｾﾞﾛ･ｾﾞﾛ･8･5･ｲｰ･ｴｯ
ﾁ･@･ﾋﾞｰ･ｱｲ･ｾﾞｯﾄ･ｴﾑ･ｼｰ･ﾄﾞｯﾄ･
ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･ｲｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼﾞｪ
ｲ･ﾋﾟｰ)

④ パスワード

「KSCCpY26」
（半角）を入力します。

(ｹｰ･ｴｽ･ｼｰ･ｼｰ･ﾋﾟｰ･ﾜｲ･2･6)

⑤ 認証タイプ 「PAP」 を選択します。

3

4

2

1

5

スクロールしてください

lte-ocn.ntt.com

w60085eh@bizmc.ocn.ne.jp

★★★★★★★★



3 Android 4.4の接続設定方法

3-4 ネットワークの接続

① APN一覧に3-3で設定したAPNが

追加されていることを確認します。

ラジオボタンをタップしてAPNを
選択します。
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lte-ocn.ntt.com

② 【設定】⇒【無線とネットワーク】⇒

【Wi-FI】を「OFF」にすると、画面右上
のアンテナピクト表示に「H」または
「LTE/4G」のマークが表示されます。

ブラウザを起動してインターネットに
接続されていることを確認します。

www.fujixerox.co.jp



3 Android 5.1の接続設定方法

3-1 SIMカードのセットと設定開始

① ドコモUIMカードまたはminiUIMカード

（以下SIM カード）を挿入します。
※詳しい方法は本体のマニュアルをご参照
ください。
ホーム画面でアプリケーションアイコン
をタップし、アプリ一覧を表示します。

③ 【無線とネットワーク】の

【もっと見る...】をタップします。

② 【設定】アイコンをタップします。 ④ 【モバイルネットワーク】をタップします。
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※端末によっ
てアイコンの
形状が異なる
場合がありま
す。製品付属
の取扱説明書
等をご確認く
ださい。

※端末によってア
イコンの形状が異
なる場合がありま
す。製品付属の取
扱説明書等をご確
認ください。

SIMカードの抜き差しは

必ず主電源を切ってから行ってください

※画面は LG製 Nexus 6を使用



3 Android 5.1の接続設定方法

3-2 新しいアクセスポイントの追加

① 【アクセスポイント名】をタップします。 ② 画面上 アイコンをタップ、

◆ 機種によって、アイコンの配置が異なる場合があります。
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lte-ocn.ntt.com

w60085eh@bizmc.ocn.ne.jp

★★★★★★★★

3 Android 5.1の接続設定方法

3-3 指定アクセスポイントの入力

① アクセスポイントの編集を行います。

② 設定しましたら、【メニューキー】

をタップして、【保存】、または
【リターンキー】 をタップします。
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スクロールしてください

① 名前
任意の設定名を英数字で

入力します。

② ＡＰＮ

「lte-ocn.ntt.com」(半角)を
入力します。

(ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｲｰ･ﾊｲﾌﾝ･ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯ
ﾄ･ｴﾇ･ﾃｨｰ･ﾃｨｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼｰ･ｵｰ･ｴﾑ)

③ ユーザ名

「w60085eh@bizmc.ocn.ne
.jp」（半角）を入力します。

(ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･6･ｾﾞﾛ･ｾﾞﾛ･8･5･ｲｰ･ｴｯﾁ･
@･ﾋﾞｰ･ｱｲ･ｾﾞｯﾄ･ｴﾑ･ｼｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｵｰ･
ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･ｲｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼﾞｪｲ･
ﾋﾟｰ)

④ パスワード

「KSCCpY26」
（半角）を入力します。

(ｹｰ･ｴｽ･ｼｰ･ｼｰ･ﾋﾟｰ･ﾜｲ･2･6)

⑤ 認証タイプ 「PAP」 を選択します。

①

②

③

⑤

④



3 Android 5.1の接続設定方法

3-4 ネットワークの接続

① APN一覧に3-3で設定したAPNが

追加されていることを確認します。

ラジオボタンをタップしてAPNを
選択します。

24

lte-ocn.ntt.com

② 【設定】⇒【無線とネットワーク】⇒

【Wi-FI】を「OFF」にすると、画面右上
のアンテナピクト表示に「H」または
「LTE/4G」のマークが表示されます。

ブラウザを起動してインターネットに
接続されていることを確認します。



4 iOS 7の接続設定方法
(SIMフリー iPadの場合)

4-1 SIMカードのセットと設定開始

① ドコモUIMカードまたはminiUIMカード

（以下SIM カード）を挿入します。
※詳しい方法はiPad本体のマニュアルを
ご参照ください。

② 本体を起動し「設定」アプリをタップ

します

SIMカードの抜き差しは

必ず主電源を切ってから行ってください

③ 設定のサイドメニューから

「モバイルデータ通信」をタップします。

*  SIMカードが挿入されていない場合「モバイル
データ通信」項目は選択できません

④ モバイルデータ通信の中の

「モバイルデータ通信」がONになって
いるのを確認し、「LTE回線を使用」を
ONにします。

⑤ APN設定をタップして選択します。

25



4 iOS 7の接続設定方法
(SIMフリー iPadの場合)

4-1 SIMカードのセットと設定開始

⑥ APNの設定を行います。下記の表の

設定値を順にインプットしてください。

⑦ 本体のホームボタンを押して、ホーム画面

に戻り、左上のピクトアイコンに
「NTT DOCOMO LTE」または
「NTT DOCOMO 3G」となっている
ことを確認してください。

⑧ 「Safari」等のインターネットブラウザを

起動し、お好みのWebサイト等にアクセス
し、インターネット接続されていることを
確認してください。

「NTT DOCOMO 3G」と表示される場合、NTTドコモの
LTE Xi（クロッシィ）圏外で、3G（低速）で通信可能とい
う表示です。正しい設定がなされています。

⑨ 設定は終わりです。
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「モバイルデータ通信」

「LTE設定（オプション）」

iOS 7 のリビジョンまたはアップデートにより「LTE設定

(オプション)の設定項目が表示されない場合があります。そ

の場合は、「モバイルデータ通信」のみ設定してください。

本マニュアルでは、iPad miniの工場出荷時状態のバージョ

ン(7.1)で解説しています。

① ＡＰＮ

「lte-ocn.ntt.com」(半角)を入力し
ます。

(ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｲｰ･ﾊｲﾌﾝ･ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･
ﾃｨｰ･ﾃｨｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼｰ･ｵｰ･ｴﾑ)

② ユーザ名

「w60085eh@bizmc.ocn.ne.jp」

（半角）を入力します。

(ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･6･ｾﾞﾛ･ｾﾞﾛ･8･5･ｲｰ･ｴｯﾁ･@･
ﾋﾞｰ･ｱｲ･ｾﾞｯﾄ･ｴﾑ･ｼｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･
ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･ｲｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼﾞｪｲ･ﾋﾟｰ)

③
パス

ワード

「KSCCpY26」(半角)を入力します。

(ｹｰ･ｴｽ･ｼｰ･ｼｰ･ﾋﾟｰ･ﾜｲ･2･6)

user@fujixerox.co.jp

user@fujixerox.co.jp

lte.mobile.fujixerox.co.jp

lte.mobile.fujixerox.co.jp

●● ●●●●

●● ●●●●

また、通信ができるようになるまでに非常に時間がかかること
があります

①
②
③

④
⑤
⑥

① ＡＰＮ

「lte-ocn.ntt.com」(半角)を入力し
ます。

(ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｲｰ･ﾊｲﾌﾝ･ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･
ﾃｨｰ･ﾃｨｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼｰ･ｵｰ･ｴﾑ)

② ユーザ名

「w60085eh@bizmc.ocn.ne.jp」

（半角）を入力します。

(ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･6･ｾﾞﾛ･ｾﾞﾛ･8･5･ｲｰ･ｴｯﾁ･@･
ﾋﾞｰ･ｱｲ･ｾﾞｯﾄ･ｴﾑ･ｼｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･
ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･ｲｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼﾞｪｲ･ﾋﾟｰ)

③
パス

ワード

「KSCCpY26」(半角)を入力します。

(ｹｰ･ｴｽ･ｼｰ･ｼｰ･ﾋﾟｰ･ﾜｲ･2･6)



4 iOS 8の接続設定方法
(SIMフリー iPadの場合)

4-1 SIMカードのセットと設定開始

① ドコモUIMカードまたはminiUIMカード

（以下SIM カード）を挿入します。
※詳しい方法はiPad本体のマニュアルを
ご参照ください。

② 本体を起動し「設定」アプリをタップ

します

SIMカードの抜き差しは

必ず主電源を切ってから行ってください

③ 設定のサイドメニューから

「モバイルデータ通信」をタップします。

*  SIMカードが挿入されていない場合「モバイル
データ通信」項目は選択できません

④ モバイルデータ通信の中の

「モバイルデータ通信」がONになって
いるのを確認し、「LTE回線を使用」を
ONにします。

⑤ APN設定をタップして選択します。
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4 iOS 8の接続設定方法
(SIMフリー iPadの場合)

4-1 SIMカードのセットと設定開始

⑥ APNの設定を行います。下記の表の

設定値を順にインプットしてください。

「モバイルデータ通信」

⑦ 本体のホームボタンを押して、ホーム画面

に戻り、左上のピクトアイコンに
「NTT DOCOMO LTE」または
「NTT DOCOMO 3G」となっている
ことを確認してください。

⑧ 「Safari」等のインターネットブラウザを

起動し、お好みのWebサイト等にアクセス
し、インターネット接続されていることを
確認してください。

「NTT DOCOMO 3G」と表示される場合、NTTドコモの
LTE Xi（クロッシィ）圏外で、3G（低速）で通信可能とい
う表示です。正しい設定がなされています。

⑨ 設定は終わりです。
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① ＡＰＮ

「lte-ocn.ntt.com」(半角)を入
力します。

(ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｲｰ･ﾊｲﾌﾝ･ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･
ｴﾇ･ﾃｨｰ･ﾃｨｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼｰ･ｵｰ･ｴﾑ)

② ユーザ名

「w60085eh@bizmc.ocn.ne
.jp」（半角）を入力します。

(ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･6･ｾﾞﾛ･ｾﾞﾛ･8･5･ｲｰ･ｴｯﾁ･@･
ﾋﾞｰ･ｱｲ･ｾﾞｯﾄ･ｴﾑ･ｼｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｵｰ･ｼｰ･ｴ
ﾇ･ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･ｲｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼﾞｪｲ･ﾋﾟｰ)

③ パスワード

「KSCCpY26」
（半角）を入力します。

(ｹｰ･ｴｽ･ｼｰ･ｼｰ･ﾋﾟｰ･ﾜｲ･2･6)

また、通信ができるようになるまでに非常に時間がかかること
があります

iOS 8.4.1（2015年10月1日現在）で解説しています。

SIMフリー版 iPad 第4世代および iPad mini第1世代は、当SIMではLTE通信はできません。

また、SIMフリー版 iPad 第2世代、第3世代は、本体内蔵通信モジュールが3Gのみであるため、

SIMを挿入しても通信ができません。

①
②
③



5 付録／困った時には

症 状 確 認 項 目

届いたSIMカードが破
損していた場合

納品したSIMが破損していた場合は、速やかに交換の対応をいたしま
すので、当社までお問い合わせください。

お問い合わせ窓口の電話番号は表紙に記載しております。

インターネットの接続
設定がわからない

設定や変更がどうしてもうまくできない場合、当社にご連絡ください。
専門のスタッフがサポートを提供いたします。

お問い合わせ窓口の電話番号は表紙に記載しております。

インターネットの接続
ができない場合

●設定を行う機器が本製品と接続されていることをご確認ください。

接続されていない場合は、各章の「ネットワークの設定方法」を

ご参照ください。

●設定画面にログインするためのユーザー名やパスワードが正しいか

ご確認ください。

●Internet ExplorerなどのWebブラウザーがプロキシを使用しない

設定になっているかご確認ください。

通信スピード、約款情
報等に関して

まず当社のHPをご確認ください。それでも不明な点がございましたら、
当社までご連絡ください。

お問い合わせ窓口の電話番号は表紙に記載しております。
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