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「データローミング」の設定について
About [Data Roaming] setting

＜１．モバイルデータ通信とデータローミング / Cellular（Mobile) Data and Data Roaming＞

ご利用の携帯プランがスマートフォンプランかデータ専用プランで、携帯端末がデータ通
信に対応している場合は「モバイルデータ通信」をご利用頂けます。

If you subscribe smartphone plan or data only plan, and your device can use data 
connection, you can use [Cellular（Mobile) Data]

「モバイルデータ通信」には２つがあります
１．データ通信自体を許可するための「モバイルデータ通信」のON/OFF
２．海外でデータ通信を許可するための「データローミング」のON/OFF
[Cellular Data] includes as below
1. ON/OFF of [Cellular（Mobile) Data] in order to use data connection itself
2. ON/OFF of [Data Roaming] in order to use data connection in oversea

＜２．タイ滞在中の場合 / While you are in Thailand＞

「モバイルデータ通信」がON、「データローミング」をOFFにして、
モバイルデータ通信をご利用ください。タイ国内で「モバイルデータ通信」を利用頂けます。

Turn ON [Cellular（Mobile) Data], and turn OFF [Data Roaming],
then please use mobile data connection. You can use [Cellular（Mobile) Data] in Thailand.

※ iOS端末 : 「設定」→「モバイルデータ通信」
Android端末 : 「設定」→「データ使用」→「モバイルデータ通信」
を選択いただくことで「モバイルデータ通信」から確認可能です。
なお、メーカー・機種・OSのバージョンで表示が異なる場合があります。

For iOS device : Tap [Settings], then tap [Cellular（Mobile) Data],
For Android device : Tap [Settings], [Data Usage], then [Mobile data],

and you can use “Cellular（Mobile) Data”
Menu might be differ by maker, model, and OS version.
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＜３．海外でデータ利用される場合（データローミングの場合）
When you use mobile data oversea (For data roaming)＞

「モバイルデータ通信」はONのまま、「データローミング」をONにして
モバイルデータ通信をご利用ください。
タイに加えローミング環境（海外）でモバイルデータ通信を利用頂けます。

Keep [Cellular（Mobile) Data] ON , and turn ON [Data Roaming],
then please use Caller（Mobile) Data Connection.
You can use cellular data in roaming environment in oversea in addition to Thailand.

※ 高額請求を避けるため、必ず海外ローミングパッケージを事前にお申込ください。
To avoid bill shock, please make sure to apply international roaming package.

※ 「データローミング」のONは、渡航先に到着されてから実施ください。
また、タイに戻られた場合は「データローミング」を必ずOFFにしてください。
For 「data roaming」 setting, please turn ON after your arriving at the country.
Also, make sure to turn OFF [Data Roaming] after your arriving at Thailand.
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1. 「設定」を
選択します。
Tap [Settings]

2. 「モバイルデータ
通信」を選択します。
Tap [Cellular(Mobile) Data)]

3. 「通信のオプション」
を選択します。
Tap [Cellular(Mobile)
Data Options]

4. 「データローミング」の
ON/OFFを実施します。
Turn on/off [Data Roaming]

＜４－１．設定方法（iOSの場合） / How to set (For iOS)＞
※iPhone端末（Apple社）の場合です。/ Below is iPhone device (Apple) case.
※表示はメーカー・機種・OSバージョンによって異なりますので、予めご了承下さい。

Menu depends on maker, model, or OS version, so kindly understand

1. 「設定」を
選択します。
Tap [Settings]

2. 「もっと見る」を
選択します。
Tap [More]

3. 「モバイルネットワーク」
を選択します。
Tap [Mobile Networks]

4. 「データローミング」の
ON/OFFを実施します。
Tuen on/off [Data roaming]

＜４－２．設定方法（Androidの場合） / How to set (For Android)＞
※SONY端末（SONY社）の場合です。/ Below is SONY device (SONY) case.
※表示はメーカー・機種・OSバージョンによって異なりますので、予めご了承下さい。

Menu depends on maker, model, or OS version, so kindly understand
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