
AIR-1　ユーザーマニュアル AIR-1  User Manual

1　SIMスロット

2   電源ボタン　

3　LCDタッチディスプレイ

4　Type-Cポート

■製品概要

■製品仕様
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型番：CAW20A101 

FDD-LTE：B1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/
17/18/19/20/25/26/28/66 
TDD-LTE：B34/38/39/40/41(194M) 
WCDMA：B1/2/4/5/6/8/9/19 
GSM：850/900/1800/1900 

ネットワーク

CPU：QUALCOMM QM215 

ピクセル：QVGA(240*320) 

ディスプレイ：2.4インチ 

重量：130g 

サイズ：126×68×12.1mm 

上り最大速度：50Mbps

同梱物：
端末・ユーザーマニュアル・
Type-Cケーブル・SIMピン

暗号化方式：WPA2 PSK

無線周波数帯：2.4GHz

最大同時接続数：10台

外部SIM：Nano SIM×１ 

バッテリー：3000mAh /3.8V 

WLAN：2.4G; 802.11 b/g/n 
下り最大速度：150Mbps

■ディスプレイ説明：上部アイコン

■Technical Specification
Certification Model No.: CAW20A101 

FDD-LTE：B1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/
17/18/19/20/25/26/28/66 
TDD-LTE：B34/38/39/40/41(194M) 
WCDMA：B1/2/4/5/6/8/9/19 
GSM：850/900/1800/1900 

Main Network

CPU : QUALCOMM QM215 

Pixel : QVGA(240*320)

Display Size: 2.4 inch

Weight: 130g 

Size: 126X68X12.1mm 

Max data rate: UL50Mbps 

Box content:
Device, user manual, Type-C cable, 
SIM removal tool

Encryption method: WPA2 PSK

Radio frequency band: 2.4GHz

WiFi-enabled devices simultaneously max : 10 

SIM card : 1 Nano SIM 

Voltage&Capacity: 3000mAh(typical)/3.8V

WLAN：2.4G; 802.11 b/g/n 

Max data rate: DL150Mbps
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■Display – Icon

     Number of device connections

     Signal strength

      Battery level
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■ディスプレイ説明：1スライド目
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    データ利用量 / SSID確認
データ利用量の確認と接続に必要なSSIDとパスワードの確認ができます。
SSID、パスワードの変更もこちらから行うことができます。

2    かんたん接続QRコード
QRコードをお手持ちのスマートフォンで読み込むことで、接続が簡易に行え
ます。
※一部対応していないスマートフォンもございます。その場合は、お客様ご自
身でSSID、パスワード設定を行ってください。

3    接続状況確認
本デバイスと接続している端末の確認、および接続ブロック・ブロック解除が
行えます。
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■Display - 1
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    Accumulated flow / SSID
It is possible to confirm the total data amount, SSID and password.

    QR code 
You can connect easily by scanning the QR code from your smartphone.

※If your smartphone doesn’t support this function, please search SSID 

and input password manually.

It is possible to block(unblock) the devices which you don’t want to 

connect with AIR-1.

3    Connected device Management

You can connect to the internet without wi-fi function by connecting to 

the windows PC with USB cable.

※This function is not supported Mac.

4  USB tethering
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■Display - 2
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    Data management
Enable this function to prevent massive data usage of:
・Automatic app download and update.
・Automatic sync of cloud apps.
※If you can’t access to the App Store, please turn this function off.

2    Physical SIM card management
If you insert your own SIM card into AIR-1, you can connect to the internet.
Please turn off the power when you insert the sim.
APN settings are not supported.

Please try this function when data communication is not stable.
3    Network optimization

Please select your language.

4  Language settings

4    USBテザリング
USBケーブルを使いWindowsPCに接続して機能をオンにすると、ネットワー
クを直接使用できます。
※Macでは本機能はお使いいただけません。

■ディスプレイ説明：2スライド目
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1    ソフトウェアアップデート
 ソフトウェアのバージョン確認が行えます。
 ※基本的にお客様ご自身で、アップデートを行っていただくことはござい
 ません。

2   端末情報
 端末情報の確認と端末の初期化が行えます。
※SSID・パスワードを変更した場合、本機能から初期化を行うことでSSID
・パスワードを初期値に戻すことができます。
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■ディスプレイ説明：3スライド目
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1    Software Update
You can confirm the software version.

※ It is impossible to update the software by yourself.

2   Device information
You can confirm device information and restore factory settings.

※Please use this function if you want to reset SSID and password.

■Display - 3
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■接続設定方法

    データ節約設定
 接続したスマートフォンなどのアプリの自動アップデートを抑える機能になり
 ます。大容量のデータ消費を抑えたい場合は機能をオンにしてください。
 ※機能がオンの場合、アプリストアに接続できなくなる場合がありますのでご
 注意ください。

2   物理SIMカード切替
お客様ご自身でご用意いただいたSIMカードを本デバイスに挿入し、ご利用い
ただくことができます。
物理SIMカードを挿入する場合は、電源をオフにし、SIMカードを挿入してく
ださい。
SIMカードのAPN設定は、お客様ご自身で行ってください。

3   ネットワーク最適化
クラウドに接続している際に、万が一通信が安定しない場合は本機能
をお試しください。

4   言語
本デバイスの言語を変更することができます。

1     電源オンにする
  電源ボタンを3秒長押しします。

2    インターネットの接続確認
インターネットに接続できた場合、画面上部中央のアンテナマークが活性化します。
※初回立ち上げ時に、接続まで数分かかる場合がございます。

3   「データ利用量 / SSID」アイコンをタップします。

4   お手持ちのデバイスで接続設定
お手持ちのスマートフォンなどで表示されているSSIDを選択し、接続パスワードを入力します。

5   本デバイスとお手持ちのスマートフォンが接続され、利用いただけます。

■How To Use AIR-1
1     Turn on AIR-1

  Press the power button for over three seconds.

2    Internet connection
 The signal strength icon appears when AIR-1 is connected to the internet.

※It takes a few minutes to connect to the internet.

3    Tap「Data usage / SSID」and confirm SSID and password.

4   Connect to AIR-1 from your device
Select the SSID of AIR-1 from your smartphone, PC and input the password.

5   You are ready to connect to the internet.

■How To Use AIR-1(USB tethering)
1     Connect AIR-1 to your windows PC via USB cable.

2    Tap the「USB tethering」and turn on the function.
 

3    You are ready to connect to the internet.

※This function is not supported Mac.

■接続設定方法：USBテザリング
1      本デバイスとお手持ちのWindowsPCをUSBケーブルでつなぎます。

2    「USBテザリング」をタップし、機能をオンにします。

3     デバイスとPCが直接接続されます。

※本機能はMacではご利用いただけません。接続する場合はWiFi経由で接続してご利用ください。

※本取扱説明書の情報は、ソフトウェアのバージョンによって異なることがございます。ご了承下さいませ。

1　SIM Card Tray

2   Power Button

3　Touch Display

4　Type C Port

■Product Overview 1 2
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※The information in this instruction manual may differ depending on the software version.

・万が一、通信が安定しないと感じるときは、端末の再起動および端末初期化をお試しください。
・ご契約内容の確認、および利用中の端末の不具合、端末紛失など、
   ご利用にかかわるお問い合わせに関しましては、ご契約されたサービス提供事業者へお願いいたします。

 Please reboot AIR-1 in case you cannot access the internet.
 Please contact your service provider if you have any questions about
・the details of your contract.
・trouble, lost or stolen.
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■最後に ■Remarks

尺寸：120x62mm   材质：105g铜板纸，双面四色印刷，过哑油


