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世界のどこに居ても設定不要で⽇本と同じウェブサービスを 
利⽤できる！ 

『どこでも⽇本 ホットラインサービス』を発売 
 

プラネックスコミュニケーションズ株式会社は、⾃宅やオフィスのルーターに、今回発表の親
機を接続しておくだけで、海外から⽇本国内と同じウェブサービスを利⽤できるようになる『ど
こでも⽇本 ホットラインサービス』を4⽉7⽇より発売いたします。 

ご提供価格は⼀組の親機と⼦機のハードウェアと2年間のサービス料⾦込みで19,800円（税抜）
です。 

 
世界の国々では情報管理政策の違いによってインターネット接続においても様々な違いがあり

ます。従来は、設定の複雑且つ⾼額なVPN接続を⾏なうことで、これらの差異を吸収するのが⼀
般的でした。 

 
『どこでも⽇本 ホットラインサービス』を利⽤することで、海外渡航者は、世界中どこに居て

も、⽇本国内と同様のインターネット環境を実現することが出来ます。 
 
中⼩規模の事業者や個⼈事業主がこのサービスを利⽤することで、従来は全く使うことが出来

なかった地域や国で、Gmail、Twitter、Facebook、LINEなどを何も特別な設定をすることなく
利⽤することが出来るようになります。 
 
 
◇ 『どこでも⽇本 ホットラインサービス』 

製品型番： MHC01 （JANコード 4941250195084） 
参考価格： セット購⼊価格 19,800円（税抜） 

※2年間の接続サービス料⾦を含みます。3年⽬から年額接続サービス料⾦3,600円（税抜）がかかります。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
□□主な特⻑□□ 
■ どこからでも⽇本と同じウェブサービスを利⽤できる！ 

海外ではインターネットを⽇本と同じようには使えない国があり、それら地域でのインターネ
ット利⽤にはVPN（Virtual Private Network）接続を利⽤するのが主流です。しかしそのため
には⾯倒な設定や契約作業が必要となります。 
『どこでも⽇本 ホットラインサービス』は、現在使⽤しているルーターに親機をLANケーブ
ルで接続するだけで準備は完了です。 
あとは渡航先ホテルなどの有線LANケーブルに⼦機を接続し、スマートフォンなどでSSIDと
パスワードを⼊⼒するだけで、⽇本にいるときと同じようにGmailをはじめとするウェブサー
ビスを利⽤することが可能となります。 
  



 

 

■ 設定は⼀切不要 しかも安全・安⼼ 
『どこでも⽇本 ホットラインサービス』は⾃宅に設置した親機と⼦機が弊社独⾃の接続技術

を⽤いて⾃動で接続されるので特別な設定は不要です。スマートフォン、タブレット、PC、携
帯ゲーム機などでインターネット接続を利⽤する際は、⼦機から親機を経由して、⽬的のウェ
ブサービスのサーバーにアクセスします。つまり世界中どこからインターネット接続を利⽤し
ても、IPアドレスは⾃宅である⽇本のIPアドレスとなります。これによって従来はGmail、
Twitter、Facebook、LINEなどが使うことが出来なかった地域や国でも利⽤可能になります。 
また『どこでも⽇本』は独⾃の1対1暗号化通信を⾏なうため、海外でも安⼼してインターネッ

トをご利⽤いただけます。 

 
 
■ ⼦機はコンパクトでコンセント直挿し型 

『どこでも⽇本 ホットラインサービス』で使⽤する⼦機は、サイズは約30（W）×45（H）×
55（D）mm、重量は約55gとコンパクトかつ軽量なので、海外旅⾏の際にも⼿荷物として⼿
軽に携帯できます。 
またコンセント直挿し型なので別途USB給電器は不要。コンセントに挿し、有線LANケーブル
を接続するだけですぐに使い始められます。 

 



 

 

■ 設定ユーティリティーはスマホ・タブレット・PCに対応 
『どこでも⽇本 ホットラインサービス』⼦機の設定はブラウザーから確認・変更できます。
PCだけでなく、スマートフォンやタブレットにも対応しているので、設定の確認・変更のため
にわざわざPCを海外旅⾏に携帯する必要はありません。 

 
 

 
 
■ “ホットライン”機能はオン・オフ可能 

“ホットライン”機能は、設定ユーティリティーからいつでもオン・オフ可能です。国内旅⾏の
際や、インターネット接続が制限されていない渡航先では“ホットライン”機能を無効にして、
11n/g/b対応 コンセント直挿型トラベル無線LANルーター『ちびファイ3 MZK-DP150N』同
等品として活⽤可能です。 

 
 
 
■ RoHS対応 

⽣産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、⼈の健康や環境への負荷を最⼩限
に抑えることを⽬的として、鉛、カドミウム、⽔銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ
臭化ジフェニルエーテルの有害物質の使⽤量を規制している「RoHS」にも対応しています。 



 

 

□□製品仕様□□ （仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください） 

型番 MHC01-S（どこでも⽇本親機）

有線部仕様 

対応規格 
IEEE802.3u(100BASE-TX) 

IEEE802.3i(10BASE-T)

インターフェース RJ-45 ポート×5(WAN×1、LAN×4)

伝送速度 100/10Mbps(オートネゴシエーション)

ネットワークケーブル 
100BASE-TX：カテゴリ 5 以上 

10BASE-T：カテゴリ 3 以上

ハードウェア仕様 

ハードウェアスイッチ WPS ボタン(使⽤しません)、RESET ボタン

LED WAN、PWR 

消費電⼒ 最⼤約 3W 

電源 DC5V  1A 

外形⼨法 約 115(W)×175(H)×32(D)mm

重量 約 224g (本体のみ)

動作時環境 
温度：0〜40℃ 

湿度：10〜90% (結露なきこと)

保存時環境 
温度：-20〜75℃ 

湿度：10〜95% (結露なきこと)

その他 

対応 OS 

Windows(R) 10(32/64bit) / Windows(R) 8.1(32/64bit) /  
Windows(R) 8(32/64bit) / Windows(R) 7(32/64bit) /  
Windows(R) Vista(32/64bit) / Windows(R) XP(32bit) 
Mac OS X 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6

各種設定⽅法 Web ブラウザー

保証期間 1 年間 
※Web ブラウザーによる設定の際に、⼀部のブラウザーでは正常に表⽰できない場合があります。 
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 最新情報は、弊社ホームページ
（http://www.planex.co.jp）を参照ください。 

  



 

 

型番 MHC01-C（どこでも⽇本⼦機）
無線部仕様 
対応規格 IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
周波数帯域チャンネル数 2.4GHz 帯：1〜13ch

伝送速度 
IEEE802.11n(40MHz) ：最⼤ 150Mbps 
IEEE802.11g：54、48、36、24、18、12、9、6Mbps（⾃動認識）
IEEE802.11b：11、5.5、2、1Mbps（⾃動認識） 

伝送⽅式 
IEEE802.11n：直交波周波数分割多重変調（OFDM ⽅式） 
IEEE802.11g：直交波周波数分割多重変調（OFDM ⽅式） 
IEEE802.11b：直接拡散型スペクトラム拡散（DSSS ⽅式） 

アンテナ 内蔵アンテナ 1 本 (1T1R)

セキュリティ WPA2-PSK(暗号化⽅式：AES) 
WPA-PSK(暗号化⽅式：AES)

有線部仕様 

対応規格 IEEE802.3u(100BASE-TX) 
IEEE802.3i(10BASE-T)

インターフェース RJ-45 UTP ポート x1（Internet ポート、AutoMDI/MDI-X 対応）
ルーター機能 
WAN 設定 IP アドレス⾃動取得(DHCP クライアント)
ハードウェア仕様 
ハードウェアスイッチ Reset ボタン
⼊⼒電圧 AC100〜240V、50/60Hz
消費電⼒ 最⼤ 約 2W
外形⼨法 約 30(W)x45(H)x55(D) mm
重量 約 55g 

動作時環境 温度：0〜40℃ 
湿度：10〜90% (結露なきこと)

保存時環境 温度：-10〜60℃ 
湿度：0〜95% (結露なきこと)

その他 

対応 OS 

Windows(R) 10(32/64bit) / Windows(R) 8.1(32/64bit) / 
Windows(R) 8(32/64bit) / Windows(R) 7(32/64bit) / 
Windows(R) Vista(32/64bit) / Windows(R) XP(32bit) 
Mac OS X 10.11 / 10.10 / 10.9 / 10.8 / 10.7 / 10.6 

各種設定⽅法 Web ブラウザー
保証期間 1 年間 

※Web ブラウザーによる設定の際に、⼀部のブラウザーでは正常に表⽰できない場合があります。 
※PPPoE 機能、固定 IP での接続には対応しておりません。あらかじめご了承ください。 
※通信速度の数値は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を⽰すものではありません。 
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 最新情報は、弊社ホームページ
（http://www.planex.co.jp）を参照ください。 

 

製品写真 http://www.planex.co.jp/poji/mhc01.shtml 

メディアご担当者様お問い合わせ先 http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml 


