handy とは？

handyは無料の客室スマートフォン
アメニティとして、
ゲストに最高の宿泊体験を提供します。
国内通話と国際通話（無制限）
最新のトラベル情報

インターネット
（無制限）

お得な旅の情報

外出先コンシェルジュサービス

handy 操作方法

handyはチェックインされたお客様ご自身でアクティベートし、
ご利用いただく、新しいレンタルスマートフォンです。
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初期設定
電源は右側のオレ
ンジのボタンです。
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Scroll down to explore all
the main features of handy

こちらから言 語を
選択し、次へ、
を押
してください。

チェックアウト日※ は
必ず入力してください。

それぞれの画面に従って
入力してください。

オレンジ色のポップアップ
バルーンは、大切な機能
をご紹介します。

※入力されたチェックアウト日の正午にデータが完全に消去されますのでお気を付けください。

ご利用方法
ここから、
アプリケーションの確認や
ダウンロードを行う事ができます。

トップ画 面は旅 行
ガイドになっており
ます。
お気に入りの
スポットを発見して
ください。

電話はここからかけることができます。

FAQ
Q. インターネットの利用量に制限はありますか？

A. 無制限です。是非handyを使って旅行情報やマップ、SNSをご活用ください。

Q. 国際通話ができませんが？

この状態になりましたら
利用可能です。

△

A. 画面右下の受話器のマークから、電話帳 国際通話にお進みいただき、相手先国の国番号が入っている

事をご確認ください。
この一覧に無い国への通話はhandyからはできません。
メッセンジャー等のアプリ
ケーションをご利用ください。

Q. SIMカードを抜いて、自分の持っている携帯に差してもいいですか？

A. 特殊な設定がされている為、SIMカードを抜いてほかの携帯に差してしまいますと、SIMカードのみでなく、
携帯端末も故障してしまいます。SIMカードは絶対に抜かないでください。

What is

handy ?

handy is a complimentary smartphone,
that is seen as part of the hotelʼs amenities,
that elevates hotel guestʼs experience during their stay.
Unlimited International Calls
Latest Travel Finds

Free Internet Access

Exclusive Brand Promotions

On-the-go hotel concierge service

How to activate and operate handy

handy is a complimentary smartphone, that is seen as part of the hotelʼs amenities.
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Initial Settings
Power switch is
on the right side
of screen.
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Scroll down to explore all
the main features of handy

Choose your
language and hit the
black arrow below.

Please enter your
check-out date※.

These simple questionnaire
will help us.

After the tutorial, you can
explore the device with the
help of our tool tips.

※All imported data will be deleted on that date at noon.

How to use
Link to all applications.
The handy city
guide covers
three areas: Eat,
Shop and Do.

Now, your handy is
ready to use.

Link to handy phone. Make calls,
access useful numbers, and import
contacts.

FAQ

Q. Is the internet usage limited?

A. It's unlimited. please enjoy travel guide, SNS, and other useful features during your stay.

Q. Can I make international calls?

A. Click on the phone icon right below, go to Phone book>International calls.

If your calling country is not on the list, you can't place the call. Please use messenger
application instead.

Q. Can I put the SIM card in another device?

A. The SIM card included with handy will not work with any other mobile device. Likewise, handy

will not work with any other SIM card. Please don't tamper with the SIM card or else we may
have to charge you for any damage.

