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SIMカード

日本語版設定マニュアル
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2021年3月9日更改
※本マニュアルに記載された内容は更改時点での情報です。

内容は変更となる場合があります。



Mayumi グローバルデータ SIMカードをご購入いただき、
誠にありがとうございます。
こちらの説明書は「日本語版設定マニュアル」になります。

（注意事項）

こちらの説明書は日本人のお客様の利便性向上のため、テスプロ株式会社が
日本語で作成したものです。最新の注意を払って作成していますが、この文書
の内容と実際の端末設定・通信環境等に相違があった場合、現状を優先させ
ていただきますのでご了承ください。この説明書は日本語での情報提供を目的
としており、商品の動作保証やサポート等をお約束するものではありません。

※2018年5月25日にEUが施行された新法令により、SIMカードのご利用にあたり

写真付き身分証明書の提出が必要になりました。
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Mayumi グローバルデータ SIMカード 対応国MAP (90か国以上）

3
https://www.mtxc.eu/en/coverage.html

最新の利用可能国は下記サイトでご確認ください。

https://www.mtxc.eu/en/coverage.html


■クイックスタートガイド

Mayumi グローバルデータSIMカード
利用可能国は下記サイトをご参照ください。
https://www.mtxc.eu/en/coverage.html

設定方法
①アクティベーション
PCまたはタブレット、スマホからWi-fi経由で
「https://selfcare.mtxc.eu/jp/login」にアクセスし、
SIMカードに記載されたACTIVATION CODEを入力します。

②プロフィールよりお名前、住所、電話番号の入力と画
像付き身分証明書データをアップロードする

③料金プランを選択する

④事前チャージ
購入したSIMカードの種類により異なります。

（Mayumi グローバルSIMカードは「残高7ユーロ」タイプ
です。）

⑤通信端末での設定
APN: internet
ユーザー名（任意）を入力し、パスワードは空欄
iPhoneでは構成プロファイルを削除してからAPN設定。
データローミング: オン
NEC製モバイルルーターではクイック設定web画面から

インターネットに接続できない時

・通信端末の問題（設定ミスや周波数が違う）

・通信インフラの問題（電波が弱い、速度が遅い、国の
違い）
・SIMカードの問題（カード初期不良、残高不足）

（具体的に）
・SIMカードは認識しているか？
⇒SIMカードを入れ直す

・電波は受信しているか？
⇒市街地や屋外で再起動

・APN設定は正しいか？
⇒正しく再入力

・データローミングはONになっているか？
⇒再設定
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1. SIMカードの概要

Mayumi グローバルデータSIMカード
世界90ヶ国以上で使用可能。

最新の利用可能国は下記サイトでご確認ください。

https://www.mtxc.eu/en/coverage.html

Mayumi グローバルSIMカードは初期設定で7ユーロがチャージされておりますが、
必要に応じて追加チャージしてください。

SIMカードの有効期間は最後に入金してから、または最後にアクティベート（プラン選
択）してから１年半なので実質的に半永久的に使用可能です。
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2.設定方法

・SIMカード自体のアクティベーション（開通作業）が必要です。

・SIMカードで正しく通信できるよう、通信端末での設定も必要です。

次のページから、主要な通信端末での設定方法をご案内いたします。

・設定方法は通信端末により異なります。

必ずお使いの通信端末の取扱説明書も合わせてご確認ください。

・特にモバイルルーターは機種により設定方法が大きく異なるため、本書ではすべてをご案内

することができません。モバイルルーターをご利用のお客様は必ずルーターの取扱説明書を

ご確認いただき、設定方法を確認してください。
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2-1.事前アクティベーション

1. SIMカードをお手元にご用意のうえ、パソコンやwi-fi接続され
たスマートフォン、タブレットなどから下記URLにアクセスします。
https://selfcare.mtxc.eu/jp/login

2. 【新規SIMのアクティベーション】をクリックします。
※新規の場合はメールアドレス・パスワードの入力は不要です※
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←言語の切り替え
（En/Pyc/中文/日本語）

https://selfcare.mtxc.eu/jp/login


3.メールアドレスを入力。

次に、 SIMカードの裏面に記載された6桁のACTIVATION CODEを画面上に

入力し、【次へ】を押します。
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2-1.事前アクティベーション

コードは数字と英大文字で構成され
ています。
「SIMカードが見つかりません」 （SIM 
card not found）とエラーになった場
合は入力ミスの可能性があります。
Oと0（オーとゼロ）、Iと1（アイとイチ）
などにご注意ください。



2-1.事前アクティベーション
4. 登録フォームに必要事項（電話番号、お名前、パスワード）を

入力します。国名を選択してください。利用規約に同意するにチェック

を入れて、【次へ】をクリックしてください。

※この内容は次回、ログインするときに必要になります。
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後からで可
P12.13参照

【電話番号について】
電話番号の前に+81を付け、
最初の0を抜いた番号をご登録ください。
(例)電話番号が090-1234-5678の場合
→ +81 90 1234 5678

すべて半角英数のみで入力してください。

国名を選択してください。
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※SIMカードを複数枚ご購入の場合、左サイドメニューの
【新しいSIMの追加】よりアクティベーション作業を行って
ください。

2-1.事前アクティベーション

登録内容を確認して間違いがなければ
【アクティベーション】ボタンを押してください。
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5. アクティベーションが完了しますので、概要画面に進みます。
※概要ページに使用した履歴や残り時間などが表示されます。

2-1.事前アクティベーション



2-2. プロフィールの登録
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1.左メニューの【プロフィール】を選択し、入力画面にお名前・住所・
電話番号を入力します。

電話番号の前に+81を付け、
最初の0を抜いた番号をご登録ください。
(例)電話番号が090-1234-5678の場合
→ +81 90 1234 5678

いずれかを入力しないとエラーが出ますの
で、住所に該当がない場合は、いずれかに1
を入力して下さい。



2-2. プロフィールの登録
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2 .【ファイルを選択】を選択して、あらかじめご用意いただいた

画像付き身分証明書のファイルを選択して下さい。
※英語の身分証をお持ちでない場合は登録不要です（データ通信のみ対応）

2.

3 .【プロフィールの更新】を選択して情報をアップロードして下さい。

3. 選択した画像ファイル名が表示されます。

Abc123.jpg

すべて半角英数のみで入力してください。
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1.左メニューの【プラン】を選択し、ご利用するデータプランを選んでください。

データプランを選んで【利用する】を押してください。「選択した料金プランの
利用を開始します」と表示されますので【はい】を押してください。
これでインターネットに接続が可能となります。

2-3.データプランの選び方

※どれか1つプランを選択をしないとインターネット接続ができません。
完全従量制以外は、プランを利用開始した時点で金額が引き落とされますのでご注意ください。

SIMカードには、
あらかじめ7ユーロ

チャージしてありま
す。翻訳のみのご
利用の場合、約9時
間程度（約450MB）
ご利用が可能です。

残高が表示されます



2-4.チャージ方法

■クレジットカード決済の場合
チャージ金額（10、20、30、50、100ユーロ）を選択し、
お客様のクレジットカードの情報を入力し、【支払う】ボタンを押します。
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2-4.チャージ方法

■ペイパル決済の場合

チャージ金額（20、30、50、100ユーロ）を選択し、

【ペイパルで支払う】ボタンを押します。



3-1 通信端末設定（翻訳機・スマホの設定）

1. SIMカードを台紙から取り外します。また、切込線に沿って押し出すことで、Mini、
Micro、Nano SIMサイズにすることも可能です。（下左図参照）

2. SIMカードを通信端末に装着します。

3. 通信端末（翻訳機）でデータローミングをONにして、APN設定（下右図参照）を行います。

※翻訳機の詳細設定は翻訳機に同梱の取扱説明書を参照

※iOS、Androidでの設定方法は別紙参照

4. エリア内で電波を受信するのを待ちます。※数分かかる場合があります。
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項目 入力内容

APN internet

ユーザー名 （任意）

パスワード （空欄）



3-2 設定方法（iOS）
※SIMカードをスマートフォン（iOS）に入れてご使用になる場合

SIMロックを解除したiPhoneをお使いの方へ
大手通信事業者（Docomo、au、Softbankなど）で購入後にSIMロック解除の手続きを
行ったiPhoneの場合、海外SIMなど他の通信事業者のSIMカードを使用する前に
iPhone側で設定が必要になります。この場合、wi-fi接続とApple ID、パスワードが必
要になりますので、海外渡航前に準備されることをおすすめします。詳細は、Apple公
式サポートサイトをご確認ください。

iPhoneのロックを解除する方法
https://support.apple.com/ja-jp/HT201328

SIMフリー版iPhoneをお使いの方は、そのまま次のページへお進みください。
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3-2 設定方法（iOS）
※SIMカードをスマートフォン（iOS）に入れてご使用になる場合

1. 日本国内でMVNOをお使いの場合などで「構成プロファイル」をインストー
ルしている場合は、構成プロファイルを削除します。

「設定」⇒「一般」⇒「プロファイル」⇒インストールされているプロファイルを
選択⇒「プロファイルを削除」

※OSのバージョンにより一部表示が異なる場合があります
※日本帰国後にMVNOを利用するには、構成プロファイルの再インストールが必要です。

2.iPhone
「設定」⇒「モバイルデータ通信」⇒「通信のオプション」⇒
「モバイルデータ通信ネットワーク」と進みます。

iPad
「設定」⇒「モバイルデータ通信」⇒「モバイルデータ通信のオプション」
⇒「APN設定」と進みます。
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3-2 設定方法（iOS）
※SIMカードをスマートフォン（iOS）に入れてご使用になる場合

3. 「モバイルデータ通信」欄に右記の情報を
入力します。

※テザリング（インターネット共有）をする場合は、

「インターネット共有」欄にも同様に入力してください。

4. 「戻る」⇒「データローミング」をONにしてく
ださい。

5. 通信端末を再起動してください。
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項目 入力内容

APN internet

ユーザー名 （任意）

パスワード （空欄）



3-3 設定方法（Android）
※SIMカードをスマートフォン（ Android ）に入れてご使用になる場合

1.アプリ一覧画面の「設定」⇒「その他の設定」⇒「モバイルネットワーク」
⇒「モバイルデータ通信」と「データローミング」をON⇒「アクセスポイント
名」⇒画面右上の＋マーク（またはメニューの「新しいAPN」）と進みます。

2. 「アクセスポイントの編集」画面に
右記の情報を入力します。

3. メニューの「保存」⇒「internet」を選択
⇒ホーム画面に戻る。

4. 通信端末を再起動してください。

※OSのバージョンにより一部表示が異なる場合があります
※Androidでは、不要なAPN設定があるとつながりにくいことがあります。
接続できない場合、使用しないAPN設定を削除してから再起動してください。
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項目 入力内容

APN internet

ユーザー名 （任意）

パスワード （空欄）



3-4 設定方法（モバイルルーター）
※SIMカードをモバイルルーターに入れてご使用になる場合

モバイルルーターは、機種により設定方法が大きく異なり、本書で
はご案内しきれません。モバイルルーターをお使いのお客様は、必
ずご自身でルーターの取扱説明書をご覧になり、設定方法を確認し
てください。

モバイルルーター本体の液晶画面で設定が可能でも、詳細設定が
できない機種があり、トラブルが多発しています。（NEC製Aterm
MR04LNなど）

インターネットブラウザからモバイルルーターの設定画面にログイン
して設定する必要があります。詳しい手順はモバイルルーターの
メーカーにお問い合わせください。
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3-4 設定方法（モバイルルーター）
※SIMカードをモバイルルーターに入れてご使用になる場合

1. お使いのモバイルルーターの取扱説明書を必ずご覧ください。

2. ブラウザからモバイルルーターの設定画面にログインしてください。

3. APN設定（右図参照）を行ってください。

4. データローミングをONにしてください。

5. 通信端末を再起動してください。
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APN internet

ユーザー名 (必要)

パスワード (空欄)



4. よくあるトラブルと解決策

■SIMカードを認識しない（「SIMなし」と表示）
⇒SIMカードの抜き差しを行い通信端末を再起動して状態を再度ご確認ください。

■電波を受信しない（「圏外」と表示）
⇒地下や建物内、郊外では電波状況が悪いことがあります。

■データ通信ができない
⇒通信端末のデータローミング機能はONになっていますか？

⇒通信端末のAPN設定は正しくされていますか？

⇒日本国内と比べて、通信速度が遅い場合があります。

データ量の少ないページなどにもアクセスできませんか？

⇒チャージ残高が不足していませんか？

⇒プランを選択していますか？
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