
ポケットWiFIを契約して後悔したこと
そのポケットWiFiの悪い部分を教えてください。
あまり繋がりにくく、利用料金が高く感じた。利用可能なギガ数をすぐに超えそうになった。その当時は電車の車内などは特に繋がりにくく感じた。
接続が途中で切れることが多々有り、また3年前当時の接続エリアが限定的であったため、使用できるエリアが限られていたのは不満でした。
結局あっという間にデータいっぱいになってしまうので、それならスマホで有料で買った方がずっと楽だと思いました。
キャシュバックが1年後で手続きを怠ると失効してしまう。独自のメールアドレス使わないとキャシュバックが得られない。
ファーウェイ製なのが心配です。3日で10GB制限があるので、最新の高品質なゲームができないです。高速のネット通信ができないです。
少し田舎の方や山道等へ行った時は電波が悪く、思うように使用できなかったです。スマホ直なら電波は入ってくるのにポケットWi-Fiならつながらいって事でよく腹が立ちました。
仕事で地方に行ったときにつながらず、困りました。電車で地方移動中もつながったりつながらなかったり不安定でした。（そのポケットWiFiに限らず、どのポケットWiFiでもつながらない地域だったのかもしれませんが・・・）
通信速度が早いのでいいが、動画視聴だとすぐ通信制限が来てしまうので重いデータ通信には向いていないと思います。
データ容量使い放題に関しては満足したのですが、通信速度が遅いため、同時接続をする際はWi-Fiがうまく繋がらないことが多々ありました。
他社の商品は使用したことがありませんが、速度がとても遅く感じてしまい、ストレスを感じるレベルでしたのですぐに解約してしまいました。値段は安かったので、仕方がないのかもしれませんが、ビジネス用にはとても使用できないなといった印象です。
こまめな充電が必要。どこにいても繋いでしまうせいか、あっという間に通信制限にかかってしまい、結局料金が上がってしまった。
料金が他と比べて安いとは言えない。たまに通信速度が極端に遅くなることがあって、ほとんど使えなくなる。
通信速度も繋がりやすさも期待したほどではありませんでした。使えることは使えましたが、家Wi-Fiや街中のフリーWi-Fiほど良くはありませんでした。
料金体系が煩雑で、一定期間を過ぎたら知らない間に通信量が上がってしまっており、自分が思い描いていたより割高になったのが不満でした。
1番の問題は、ポケットWiFiなのでたまにポケットに入れてたはずが、気づいたら落ちてなくしたりしたこともありました。
他のWiMAXなどと比べると、料金プランがやや高いと感じた。それが同じくらいであればよいと思ったところ。
市街地を離れてしまったり少しの谷間に入ってしまうと電波状況はかなり悪くなってしまい、本来フリーWi-Fiが少ない場所や地域で使いたいのに使えず役に立たないことが多かった。そのためコストパフォーマンス的にも悪いとしか言えない。
外に持っていくとつながりが不安定になる気がしたので、主に家で使っていました。解約する際に、解約金が必要でした。
充電をしておかなければいけなかったり、たまにではあるが電波が入りにくい場所や速度が落ちることがあること
機器によっては繋がらないこともありました。通信障害が頻繁におきました。コールセンターに電話しても混み合っていて取り合ってくれませんでした。
速度が遅い。結局Wi-Fi切ってることも多い。古いためかすぐ充電もなくなるし、熱くなる。そして見た目もださい
ボタン一つで操作ができることから、電池の残量を確認する方法がわかりにくい。つながるまでに少し時間がかかる。
自分が使っていた中ではつながりやすさや使いやすさで不満はなかったが、強いて言うなら小さくて一度外出先で亡くしかけたことがあった。
消費電力が高いのか、充電がすぐなくなってしまい、使いたい時に充電がなくなってしまうことがある。また、たまにインターネットに繋がりにくい時がある。
バッテリーがすぐに消耗してきたり、一部の場所では電波が弱かったりして、インターネット通信したいときにできないことがある
もし前日までの3日間に10GB以上のデータをダウンロードしていた場合、翌日の夕方から翌々日の朝まで、異常に回線速度が遅くなるのが悪い部分です。
ずっと家にいる時間が多い時は料金がもったいないなと思う時があります。家の中だとWi-Fiが通っているので、ポケットWi-Fiの意味がないのです。
通信品質はかなり良くない。つながらない場所もあるし、つながっても通信速度は遅く、また安定性も劣っている。
docomoに限った話ではないのかもしれませんが維持費はどうしてもかかります。仕事が変わり出先でPCを使用しなくなってからもいろいろも使用を検討したのですがコストに使用頻度がどうしても見合わなくなってしまったので結局解約してしまいました。
特にはありません。改善するところも今のとこ見受けられないので悪い部分を書くことができません申し訳ございません。
少しサイズが大きめだったため、持ち運ぶ時に嵩張りました。もう少し小さめだったらさらに使いやすかったかと思います。
料金です。契約当初は料金が安いですが、契約年数とともにキャンペーン適用もなくなるので、もう少し値下げして欲しいです。
1ヶ月あたりのパケット通信の容量が決まっていて、7GBと少なかったので、PCで動画を見るなどのパケットを多く使うことを行うと、すぐに7GBに達してしまった。
自宅の二階に設置したが、一階で使用しているとたまに電波が途切れてしまうことがある。再起動や繋ぎ直しの面倒がたまにある。
今まで使用していて特に不具合は無いですが、電池切れが早いかも。しょっちゅう充電しています。あと、カスタマーサポートが24時間対応でないです。
人が多い場所だと繋がりにくいことがある、海外では使えない、充電の減りが早い、ボタンを押さなくても勝手に画面が点灯することがある
途中で回線が途切れてしまい、また繋がるまでに結構時間がかかるので肝心な時に回線が途切れると腹が立ちます。
Wi-Fi自体に問題はないのですが、契約会社となかなか連絡が取れない。電話しても繋がらない場合が殆ど。
なにはともあれとにかく速度が遅い。遅すぎて通信エラーなんてのも多い。データが表示されるまで間抜けな顔して待っているのを思うと、少し高くても携帯のプランを見直した方が良かったかなと思う場面もある。
料金制度がいまいちわかりづらくて、安いと感じたのは最初の2カ月ほどのみだった。住んでいる地域や出先によっては通信環境が悪く、1度4Gを使うと7ギガで通信制限がかかってしまうのですぐに使えなくなってしまった。3日で10Gを超えても通信制限が
かかり、夫婦2人で使うとあっという間だったのでほぼ毎日通信制限がかかっていた。オンラインゲームの通信が悪く、速度制限がかかっていない状況でも途中で止まってしまう事が多かった。
月額使用料が高くて、携帯を一台増やすのと変わりありませんでしたのでテザリングの方が安く済むことに気づきました。
電波の繋がりにくいところだとすぐ通信制限がかかる。3日ごとに一定の通信量を使うと１ヶ月の通信量に余裕があっても通信制限がかかる。
地下鉄や空港などでは繋がりにくかった。docomoのスマホの電波が良かっただけに残念。あとは大丈夫でした！
パソコンにつなぐと途端に通信速度が落ちて、スマートフォンの充電も急激に減ることがあるのでそこは不便です。
持ち運べるのは便利ですが、時々充電を忘れてしまい次の日になって慌てることが多々ありました。充電を忘れなければいい話なのですがやはりそのひと手間がなければなーと思いました。
地下に入ると繋がらなくなるところです。また、WiMAXは時々フリーズをしてしまうのでいちいちWi-Fi本体のバッテリー電池を付け直さないといけなかった。
ギガ数無制限と言いながら、３日で10Gの制限があった。ほとんどのポケットWiFiがそうかも知れないが、動画を見てしまうとやはり足りない。
スマホは持っていてもポケットWiFiを忘れて使えないことが何度かあった。スマホケースに貼り付けられるくらいコンパクトになったら忘れることはないのに。あと、料金はやはり安くはなかった。
速度が遅いところ。WiMAX2プラスのエリアじゃないとすぐに制限がかかってしまうところ。料金の高いところ。
つながりは悪いし、通信速度もいらいらするくらいおそいです。データ容量も制限があるので確認しながら使っています。
使用できるエリアが限られている。移動途中などで、山間部を通るとき、ドコモやソフトバンクなど大手通信会社の機器では通じるのに、ワイモバイルでは通信できないことが多かった。
無制限の使い放題プランがありませんので、大量に使用される方は損してしまうと思います。事前によく調べてから契約すべきだと思います。
地下鉄などでは、通信がシャットアウトされてしまう場所がまだ多いです。キャッシュバックのキャンペーンがありますが、仕組みが分かりにくかったです。
少し田舎にいくとつながらないし、使い放題と思っていたら10ギガいくと制限がかかるらしく、速度が遅くなってしまいます。
使用感として特に不満はなかったですが、契約時間が長いのが少しネックでした。他の会社もそうだと思いますが。。。
残念ながら速度は速くなかった印象です。あとは料金が少し高めだったと思うので、もう少し安ければ継続して使用してもいいかなと思いました。
平地ではスムーズな反面、海抜300mほどの坂の上にある職場では繋がりにくいことがある。また、雲の多い天気の日はスピードが落ちると感じる。
悪いところといえばかさばることぐらいでしょうか？鞄の中に入れていても容量を取り他の荷物が入りにくくなります
地下など電波の入らないところがある。また電車や車での移動中だと電波の入らないところがあり、通信が不安定。
ギガ数が指定されているので、iPhoneとiPadがデータシェアできるようにポケットWiFiもデータシェアができたらいいなと思います。
使用している間に、いきなりスマホとの接続が悪くなる事があった。また、インターネット自体の接続も不安定になる事がある。
毎月ギガがもらえるのは助かりましたが、1ｇｂ一つ一つが高かったです。また複数台で接続すると突然切れたりします。またwi-fiが接続されているところでしか設定の変更ができません。
電源をオンにした直後に表示されるホーム画面の操作が、やや使いにくかったです。もう少しカンタンに操作できれば良かったかと思います。
値段がまあまあするのでもっと安くして欲しいと思います。少し重たいのでもっと軽くしてくれた方が持ち運ぶのが楽だと思います。
大手通信キャリアということもあり月額使用料が高いこと。また、本体の機種変更料金が高く機種変更がしずらく長期間利用している。
悪い部分がある訳ではないですが、料金が4000円を切るくらいの費用になってくれればなお良いですね。5000円近くを払ってるので、もう少し抑えられたら嬉しいです。
通信料制限ががかかると全く使い物にならないぐらい通信が遅くなり、追加料金が高いため追加する気にもならないので我慢するしかなかった。
大容量プランがないこと、電波強度が強いのにも関わらず通信速度が低下する地域があるなどの不満があります。格安モバイルルーターサービスと同様に大容量プランを安く提供してほしいです。
海外に行く時に使ったりしたのですがあまり通信が良くなかった。料金もされなりにするので今はネットで買ったやつの方が良いと思う。あまり使い方も、よく理解してなかったからわたしには合わなかった
お昼時、電車が地下に入った時など、時間や場所によっては電波が全く入らなくなる。使用中、本体が少し熱を発する。
自分の住んでいる所以外で、極端に繋がりやすいエリアとそうでないエリアの差が大きく、かつ、そのようなサービスレベルにもかかわらず、料金がそこそこ高い点。
自分が利用していた時はとにかく料金が高かったです。すぐに利用制限が掛かってしまうのでデータ量を気にしながら利用しなければならなかったのが残念でした。
他のポケットWi-Fiと比べて値段が高かった。基本的な通信速度に問題はないが、時々止まることがあった。
通信可能エリアがまだまだ、といった感じです。UQは、エリアについての意見募集もしていますが、数年かけて何度要望を出しても改善されません。また、公開されてるエリアマップとの乖離もあり、信用できません。
悪いところは正直思いつかないのですが、敢えて挙げるとするとたまに繋がりにくい事があったり、充電式なので、充電をし忘れてしまうとただの四角い箱と化してしまうので注意が必要です。
家にWiFiがあったから外出のみにしては料金が高いと感じた。充電の残量が分かりずらい部分があり、せっかく持ち出しても使えないことがあった。
強いて挙げるのであれば2台目に利用したほうは少しゴツかったというか重みがあるwifiだったので持ち運ぶときに少しかさばりました。ですが特に気になるほどではありませんでした。
特に不満はありませんが、もう少し料金が安いといいと思いました。また、見た目ももう少しデザインが良いと楽しいと思います。
ポケットWi-Fiそのものの充電が必須で思った以上に電池の減りが早く焦りました。また複数端末で利用するとあっという間にデータ容量が上がってしまうため、もう少しデータ容量の大きいプランにすればよかったと感じました。
自宅で長時間使うことが多いので充電を頻繁にしなければならないのが面倒。ホームタイプにすればよかったかなと少し後悔。付属のUSBケーブルが黒で本体と色が合わず違和感がある。
よく通信が途切れたり、再起動を起こし、通信がスムーズにいかないことがあります。充電もあまり持たないので、外出先で不安になることがあります。
速度制限があることは承知していたが、その割には月額費用が高かったと記憶している。また、バッテリーも長持ちせず、モバイルバッテリーが必要になったこと。
繋ぎっぱなしにしないと、すぐに充電が切れるところ。外出時に持ち運びたくて購入したのに、帰宅までに充電が切れることが多いです。
ギガ制限があったので使いにくいこともありました。旅行など出先で利用する時は制限がかかり不便に感じました。
機種によっては使用容量に制限がある。一軒家などでは全部屋には満足に電波が届かない。契約などに縛りがある。
自分が住んでいる地域では電波の入りが悪くつながらない時が多々あります。海辺なども電波の入りが悪い印象があります。
速度規制が3日で10G有るので動画など見たりゲームなどダウンロード等してるとあっという間に規制に入るので使い放題といってもあまり使い放題じゃない。
エリア内でも繋がりが悪かったことが多々ありました。速度も速い時となかなかダウンロード出来ない時があり、接続面ではあまり良い印象ではない。
1番辛いのは、電波が弱くなる箇所が多いことである。長時間移動したり、山道などに行くと途端にネットに繋がらなくなる。そういった時ほど活躍して欲しいため少し残念である。
時間帯によって電波が悪いときがあります。それと新プログラム更新を時間に関係なく更新したり再起動しだすので、タイミングが悪いとイライラします（例えばＦＸですぐに約定したい時やヤフオクで終了直前で入札できないなど）。
入院する時など短期間で契約して持つ時には良いのかもしれませんが、普段あまり使わないのであれば料金が割高です。
月額料金が高いのがネック。仕方ないが同社のスマートフォンならもう少し割引があってもいいのになと思い、結局解約してしまった。
ルーターが少し大きいです。どのくらいの容量を使用しているか本体ではわからないため速度が遅くなった場合の原因がわかりません。本体についている突起部分も個人的には気に入りません。
電波の繋がらない場所が多かったです。普段の利用時でも、いきなり繋がらなくなったり速度が異常に遅くなったりしたので困りました。
他のポケットWi-Fiと比べて、通信速度が遅いことが悪い部分です。しかし、通信も安定しており満足しております。
地下とか電波の悪いところが多い気がします。旅行で地方に行った時とか使えない圏外が多くあって不便でした。
場所によってかなり速度が違い、自宅を契約時に調べた時は良好となっていたのに実際に届いた商品を使用したら速度が遅く使いにくかった。
ネット使い放題のプランを契約していたのですが、7Gすぎると５００MBずつ追加していかなきゃいけないのが面倒でした。
ポケットWiFiの悪い部分は、通信速度が他のWi-Fiに比べて遅い所です。しかし、実用には支障がありません。
コンパクトタイプではあるが、他メーカーのものと比較すると多少厚みがありやや大きめな方。画面文字が小さく操作性にやや難有り。
充電が直ぐに切れてしまう。ちょっと離れると繋がりにくい所もあって、その際はスムーズにスマホを弄ることが出来ない。
居住地域によるのかもしれませんが、とにかく速度が遅く画像が表示されるまでにいつもイライラしていました。それ以前に有線の光を使っていたのでなおさらそう感じました。
やはりつながりが悪いのがとても困る。方向によっても違うのか、田舎はつながりずらいためイライラしてしまう。
料金プランが少しわかりにくく、割安感は少ない。通信も無制限というわけではない。正直ポケットWi-Fiに力を入れていない気がする。
自宅の中でも、つながりやすい部屋とつながりにくい部屋があったので、通信が安定しない寝室が少し不便でした。
とにかくつながりにくかったり遅かったりで、何のために契約したのか分からなくてすぐに解約しました。説明と全く違っていました。
デザインが選べなかった。そのため、好みの色などでもないこと。また、専用カウンターがネットだけしかなかったので、事前情報が少な過ぎた。
ネットに接続しようと思ったときに電源が切れていると、電源をつけた直後の起動時間がまちまちのため、イライラすることがある。
友達といた場合友達と離れられないので、単独行動がしづらい。鞄に入れっぱなしなので出先で充電が切れるともの凄く困る事になる。
少し田舎の方だと圏外になってしまう。地下鉄移動中にも圏外になる。電車や車で高速道路走っている時にもたまに圏外になるのがイライラする。
繋がる場所と繋がらない場所の差が酷く、YouTubeなどの動画を見るとき回線が途切れたりしていました。
通信速度が悪すぎて、ページを開くのに何分もかかった。調べたいものも満足に調べられない。ただただ不快でしかなかった。
充電がなくなってしまうことがたまにあることです。旅行などで田舎にいくと使えないエリアもたまにあるところもです。
ほぼインターネットにつながらないといっても過言ではない。無意味にお金だけ毎月払っているようで馬鹿げていた
持ち運びが出来る分速度があまり出ないのが少し不満でした。都会ではなかったので早い方の機能を使えなかったのが残念でした。
友人複数人とWiFiを繋げると繋がりにくくなり、人によってはWiFiが切れてしまうことがあってゲーム中に気づかずそのまま使い続け通信制限に。と言うことがたまにありました
引っ越しに伴い、利用していたポケットWiFiを解約したのですが、その際に数万円の解約料がかかってしまいました。○年以内に解約すると高額な解約料がかかるという点は今でも納得いきません。
契約している携帯のギガ数が今よりもだいぶん少なかった時代に持っていたんですがポケットwi-fiもあまりギガ数がなく、携帯もwi-fiも1か月持たずにギガ数を超えてしまって速度制限がかかってしまっていた
電波がわるいところだとなかなか繋がらないことがあった。容量がいっぱいになり、月末は繋がるのに時間がかかったり、使えないこともあった。
自分のスマホとは違う充電器を使わなければいけませんでした。旅行などで充電器を二つ持っていくのは少し面倒でした。
私が持っていたのは、繋がりが悪くちょっと田舎に行くと使えない。都会な雰囲気でも、ちょっと移動しただけでWi-Fiが切れてしまうこともよくあります。
車での通勤途中、YouTubeを見たりするために契約しました。ただ、30分の通勤途中に電波が届かないエリアに入るため、5分位ではありますが見られないのが残念です。エリア拡大を期待します。
とにかく繋がりにくい場所が多いところ。少し田舎の方に行ったりするだけですぐ繋がらなくなったりするし、正直不便なところ。
データの転送速度が遅かった上にあまり安定していなかったのでデータのやり取りをしている時に途切れることが度々あって困りました。
時々通信エラーが発生することがありました。接続ができなくなることが時々ありました。料金が高くなることがよくありました。
料金面で、些か割高感があります。今回1週間程利用しましたが、約総額1万円程かかりました。今は海外でもsimフリー携帯を利用しています
屋内(ホールやビル内など)は回線が繋がりにくく、4Gの回線に変更しなければならない。4Gの回線は月7GBまでという制限があるため、切り替えするのをためらってしまう。
少しサイズが大きくてかさばるので、手のひらにおそめるくらい小さくて薄いサイズだったらより良いと思う。
いい所でもあるのですが、大きめのバックで持ち運んでいると、小さすぎてスムーズに見つからないことがりました。小さすぎるのも考えものです。
ソフトバンクのアンテナが少ないところでは繋がりにくかったところ。結構頻繁に充電しないと、電池が減るところ。
今は改善されているみたいだけどは自分が使っていた時は地下や建物の中だと通信が不安定で速度が遅い時が度々あった。
使用中に特に不満を感じた点はありませんでした。携帯本体が速度制限かかっても持ち歩くことでどこでも、速度制限を気にせず使えました。
購入時、自宅でも問題なく使えると伺っていたが、自宅の中では電波が弱くなり通信の速度が下がったり繋ぎ直さなければ使えないことがある点。
基本的には満足していましたが、バッテリーの容量が少なく、こまめに充電しないといけなかった点と当時は電波が入りづらいエリアがありました。
電波が届かない時がどうしてもあるので、いざという時に使えなかったときはとても困りました。特に電車などいろんな電波が飛び交っていらところでは使いにくかったです。
ポケットWi-Fi自体の充電が切れる事もあり、使用できない事もあった。自宅のWi-Fiに比べ、通信速度が遅く感じる。
問い合わせがすべてメールでのやり取りになるため、急に機器の不具合などが起きたときに迅速に対応してもらえない点。
使いすぎると制限をくらい、スピードがめちゃくちゃ遅くなる。料金ももう少し安くなれば良かったですかね。
充電があまりもたなかった、速度が遅く不便を感じることが多々あった。そのわりに料金は3000円（うろ覚え）と高かった
電波の悪い所ではハイスピードというギガ使い放題が使えないので1か月で7Gとなっている。動画などみると結構使ってしまうので足りない時もある。
通信速度が遅い。突然電波を拾わないときがある。充電があまり持たない。料金が高い。大きさがあり持ち運ぶのがわずらわしい。
4Gエリアのはずなのに、たまに3G接続に切り替わる時があります。まだ、通信容量は残っているので、低速になるはずないのですが。
大げさの割には重たかった。たまにSIMカードが認識しなくなり、再起動してもダメなことがあったため、その間はキャリアの通信を使わないといけなかった。
家にいる時や使わない時は電源を切っておかないと、使用中になってすぐポケットWi-Fiのギガ数がなくなってしまう。
人混みの中などに行くと徐々に繋がりにくくなってしまう。また、どのくらい使ったかなどの画面に接続するのが長く、容量がわからなかった。
持ち歩くには意外と重たいので、結局外に持って行ったりする事はあまりありませんでした。ポケットWiFiはもう少し軽量化して欲しいと思う。
充電を頻繁にする必要がある点とパソコンサイトで見逃し配信動画を視聴する際になかなか動かなくてもたついたところがあった点です。
つながる回線が5回線なので、大学生の息子が帰って来たり、パソコンや、携帯電話が増えると使えない回線ができることです。
月々の料金が少し高いと感じていたが、のちに携帯の料金プラン見直しと価格が変更になり、月々に使用できるギガ数が増えたのでポケットwifiを借りている方が高くなってきたため解約をした。
使用していくにつれて、場所を問わず電波が入りにくくなり、一度ポケットWi-Fiの電源の入切をしないと使えなくなるくらいダメになった。
充電型あまり持ちませんでした。私は普段は海外旅行の時にレンタルをしていますが、韓国などであれば、日本のサイトからレンタルするよりも韓国サイトからレンタルを予約した方が安いことがありますが、そこまでやると少し面倒です。
通常モードだと、非常に遅いため快速のハイスピードモードに設定することが多いのですが、月の使用ギガ数が限られており、ついつい通常モードに切り替え忘れて気がついたら2日間程で上限になってしまい、さらに上限がくると強制的に超低速になるので、
これになるとメール閲覧すらやっと見れるレベルのため、かなり辛かったです。
月々の値段が高いわりに、数台繋げてしまうと速度が遅くなり、利便性が低かったです。なので1年て解約しました。
一か月に使える量が決まっているので、多く使えない。つなげる個数も決まっているので、たくさんはつなげない。
電波がつながりにくい場所が多々あり、電車の中やちかなどはアンテナがたたずWi-Fiをきったりしていた。
私が使用していたものは、頻繁に繋がらない症状や料金プランを設定したのにも関わらず変更して下さいと表示されること。故障のヒントが高い。
たまーにつながりが悪くなるときがあります。原因はよくわからないですが、そのときは一回電源を落としてまた入れてるので手間です。
実家が田舎で帰った時に全く繋がらないので、家で使えないのでAmazon primeで映画とか見れないので不便です。
地下鉄などで繋がりにくいところ。少し使ってない時間があるとスリープモードに入り、Wi-Fiが繋がっていない状態になるところ。
古いタイプだったため、充電の持ちが悪く残量を気にしておかなくてはいけなかった。場所によっては混線したかのように動きが鈍い時があった。
まず、電波に関してはつながりにくかったので少し残念でした。また、原則3年契約であるところが最大のデメリットだと思いました。
バッテリーの持ちが悪い点。外出時に使用すると半日しかもたず、バッテリーを別に持ち歩かないといけないので安心して使えない
契約会社、又は使用場所によっては、かなり回線が悪いです。私の場合家の中でも電波が立ったり立たなかったり。かなり不満に感じました。
回線速度が遅いということです。また速度制限があり、動画をたくさん見るとすぐ制限がかかるのが悪いところです。
直ぐに速度制限されてしまうので、あっと言う間にポケットWi-Fiの意味無しという感じでした。容量多くするならギガモンスターにした方が割安かなと思いました。
重くて厚みがあるところが気になりました。また専用の充電器が付属していましたがスマホと同じ充電器なら2つ持ち歩く必要がないので改善してほしいと思いました。
遠隔地への出張の際に、新幹線で移動しながら仕事をすることがあるが、スピードが出ているせいか通信が途切れることがある。
電波が悪すぎだと感じた。昔の携帯電話のように地下は圏外で、自宅でも部屋の場所によっては電波が入らない。
小さい鞄の時などかさばってしまったり、少し重さが気になります。また、充電をしなければいけないところが少し面倒です。
たまに通信速度が遅くなって繋がらなくなる時がある。あまり距離を置くと繋がらなくなる。充電の手間がかかる。制限がある。
通信が悪すぎる、特に電車移動等、高速移動時は、殆ど繋がらない状態が多いので、かなりストレスがたまる事が多い
自分の充電のしすぎか使いすぎなのかもしれないですが、少し充電の減りがはやいのではないのかと思いました。
3日間で10ギガを超えると速度制限だったので、少し動画を観ると数日間まともに観られず煩わしかった。値段も高かったと思う。
２台保有しているがセットで割引などが無い。また、最初の契約のプラン以降にもっと格安プランが出ているのに、案内もなければ切替もできない。基本料金も高く、解約金も高いので、金額面では非常に悪い。
以前も同じ業者に契約をしていたが、割引プランが終わって月額料金が値上がりした。その際、機種変更キャンペーンと称して、値段は上がっているのにメリットがあるかのように宣伝をしてきた点が不満。一度解約して新規契約し直したら、また割引期間に入
ったので、割引終了時よりも月額料金が安くなった。
頻度があまり多くないからいいのですが、動画を見たい時に、全然駄目と言うほどではないですが繋がるスピードが遅い気がします。
バッテリー消費が激しく、長時間あまり持たない。エコモードに切り替えると繋がりにくくなったり支障をきたす。
旅行なので都市部以外にも色々回ったのですが、意外に繋がらない瞬間とかがあり、ネットの事は詳しくないですが、ネットを使用するたびに通信状況は確認するものなのかなと思いました。
やはりまだまだ田舎なのでWi-Fiの繋がりが悪い場所もあるのでその時は持っててもネット検索時間遅くなる点です
値段が、少し割高なのと、直ぐにエラーが表示されて繋がりにくくなる所でもありますね。場所によって使い物にならない時もあります。
外での電波が悪いタイミングが多い。自宅なら光などを引いた方が圧倒的に回線が速い。料金もそこまで変わらない。
初めて使用した時に使い方が分かりづらかった。たまに不具合で繋がらない時もある。最近はWiFi環境が整備されている所が増えてきたこともあり、あまり使わなくなってきた。費用対効果が損なわれつつあるように感じる。
上がり下がりの電波状況で、スピードが遅くなることが頻繁にある。また、複数台使用していると回線の繋がりがかなり落ちる。
電波の悪いところでは、とくにつながりにくかったりすると思います。あとは軽量なので無くしたりもしたりします
レンタル料金が割高なこと。一番安いプランでは通信量が足りず、オプションなどもつけるとかなり費用がかかったこと。
とにかく通信エラーが多く、繋がらないことが沢山あり困った。そのわりには料金も高く不便を感じてしまった。
メールなどで、新たな機種やプランのことなど案内がくるのだけれど、少しわかりずらいかなと感じる。金額面など、もう少し分かりやすくなれば嬉しい。
使用感では特にありませんでした。強いてあげるならば、値段がもう少し安ければ更に嬉しいなと思いました。
何台も通信機器があると通信速度が遅くなるためダウンロードに時間がかかってしまう、またインターネット料金が非常に高くついてしまう
お店の方に勧められて契約しました。便利な部分もありますが、やはりかさばってしまったり、料金が高いため解約してしまいました。
バッテリーが長時間持たないので充電用バッテリーの必要性を感じたことと、大きさの割にバッグの中に入れていて結構重く感じました。
外出の際、持っていくのを忘れてしまうことです。目につくところに置いておいても急いでいるときはつい忘れてしまいます。またポケットに入れなければ行けないので鞄が小さいときやポケットごないような服を着たときは少し困ります。
スマホのアプリゲームをしていると、時々通信エラーになります。時間帯が原因なのかよくわかりませんが、ごくたまに繋がらない時があります。バッテリーの持ちが12時間くらいですが、もうちょっと持ちが長かったら嬉しいです。贅沢かもしれませんが。
ポケットWi-Fiあるあるだとは思いますが、電波の届きにくいところがあり、そこではWi-Fiが繋がらなくなるところがデメリットです。多分どこのキャリアも同じだと思います。
当たり前ですが、圏外になったときは全く使えません。住んでいるところがあまり都会ではないため、場所によっては全く電波が入らない事があります。
とにかく外に持ち出し外出中は圏外になる事がほとんどで電池はあって使えるのに圏外なため使用できませんでした。これだと持ち運べる意味すらないと思います。
やはり自宅Wi-Fiよりは通信が遅く、たまに途中で切れてしまうことがあった点と充電が必要な点が少し不便でした。
場所や時間によっては速度が遅すぎる。利用している人が多い地域では回線を取り合うのか大変遅くなってしまいます。
Wi-Fiを通したい携帯をポケットWi-Fiにくっつけて使用しないと、Wi-Fiが通らないので、近くにあるだけでは意味が無かった。
特に目立って悪い点はなかったが、使用できるデータ数のバリエーションが多いとより細かく自分のニーズに合わせてレンタルできると思う。
電波があるとこでも場所によってはWi-Fiが使えなかったりするところ。利用制限があって回線が遅くなるのが不便でした。
繋がりにくかった。場所によって全く使えないところや、時間帯によって遅くて使い物にならないスピードのこともよくあった。
通信速度が悪く、すぐに再起動してしまったりするので、なかなか継続して使えませんでした。また、充電も溜まるのが遅かったりしました。
場所にもよると思いますが、自分が使ってた地域では通信速度が遅く動画を見ると読み込みで何度も止まってしまった。
料金設定が高く感じます。加えて時おり速度が遅くなるため動画やサイトの閲覧が止まってしまうことがあります。
携帯できるが落としたりすると携帯やスマホのように着信音で探すことができないのでなくした時の探す手段が大変です。
使い放題の契約ではない限り、毎月のデータ使用量が決まっている点。それによってWiFi環境のないところに長期間ポケットWiFiを持参すると容量オーバーになる可能性がある店長。
電波が届かない場所があり、家の中でも一か所の部屋しか電波が届かないため不便な点。夜は特に繋がりにくい。
場所によって繋がらなくなるのが悪い点です。とくに室内での不具合が多く困ります。電源を入れてから立ち上がりまで時間がかかるのも悪い部分です。
特に使っていて悪いと感じるところはないけど、強いて言えば、やはり持ち運ばないと、というのが面倒くさいと思う時があります。またサイズも大きい。
他社に比べると料金が高いのと引っ越す時にお金がかかるのが、やはり実際はお金を負担する側は厳しいです。
長時間使っていると、機器自体が熱くなってしまうので、大丈夫かなと不安になって途中で使用をやめなければいけなかった。
充電に時間が少しかかりすぎるかなと思いました。急な出かけなどの時に何回か困りました。後、急に繋がってなかったりすることがあり接続が少し問題ありでした。
PS4オンラインゲームだけでしたが、たまにフリーズする。どこにいくにも持ち歩ける大きさだが、重いし荷物になる。
充電器が専用の充電器でたまりが遅い。コンパクトだが、少し重たい。バッテリーが切れる時、何の警告もなくすぐにシャットダウンする。
中国では、インターネット規制があるため、LINEなどをWiFiを用いても、繋がらないのですが、このWiFiであれば日本の回線経由で繋ぐことが出来ると言われたのですが、１つのWiFiで１つの端末しか使用できなかった点です。
テレビゲームでWi-Fiを使うのですが、繋がりにくい時があります。サーバーには問題がないみたいなのでWi-Fi側の電波強度が低いのだと思います。
引っ越して都心を離れた結果、電波の繋がりが悪くなり、何台かまとめて繋ぐと接続が遅くなり、仕方なく手放しました。
ポケットWiFiには、スマホについているWiFiなどがあって、どんな部分が検索されていました。スマホに多くのWiFiの部分がたくさんありました。
割引キャンペーン中は良いですがそれ以後は利用料金が他社に比べて高いです。解約違約金があることやレンタル機器の返却に手間が掛かるのもマイナスです。
料金が高いのでもう少し割安の料金があればいいと思います。田舎に帰って来るとwifiが入らず使用できません。
不満があるとすれば、少々料金が高めなところです。たしかにどこに行ってもwifiが使えるのは便利ですが、安くて良質なものがあれば嬉しいです。
一度接続した機器をWi-Fi側から解除出来ないので、一度友達の機器を接続したら会う度に繋がってしまうので知らないうちに通信量が増えることがある。機器の裏側に貼ってあるバーコード情報や注意点などが直ぐに消えてしまう。3日で10GBを超えると通信
制限がかかるので、実質1カ月90GBほどしか使えない。
外出時に電源を入れっぱなしにしていると充電が切れてしまうので、使わない時はこまめに電源を切らないといけないのが面倒でした。
充電があまり持たないので、スマホと同じように毎晩充電している。充電し忘れると日中に切れてしまい必要なときに使えない。
電波が入りにくい地下鉄などでは持っていても使えません。３台くらい機器を接続すると通信速度が落ちるので不便です。
数時間使っていないと、Wifi接続が切れてしまうことがある。また、充電がすぐになくなってしまいがち。
1日使っていると充電がもたないところや、充電の残量のマークが小さく少し見にくいところが悪いところです。
無線なので、天気や場所が悪いと通信が途中で切断されやすい。電波が良くても内部ＳＩＭの異常が時たま起きる。
電波が途切れやすいエリアが存在するところ。docomoなどのキャリアのWi-Fiの方が安定感は強いかなと感じます。
田舎の方だと全く電波を拾えないところもあって困るときがある。もう少し利用可のエリアが広がればもっと利便性が高くなると思う。
速さを売りにしてた割にはとにかく遅くて何の役にも立たなかった。まだ4Gの方が速くて使える。遅過ぎてストレスにしかならないので解約しようとしたら解約料で何万も取られるし詐欺にあった気分で最悪だった。もう二度と使わない。
外での持ち運びの際、地下など、極端に繋がらない場所がある事です。また、通信速度の関係でリアルタイムのゲーム通信や、ダウンロードにやや時間がかかります。
電池の電池の持ちが悪かった。朝充電して夜には電源が落ちているのが当たり前だったのでモバイルバッテリーが必須だった
繋がらないところが結構多くて、ちょっと田舎の方に行くと使えないところが不満です。充電も1日もたないので長時間外出している時には充電がなくなって使えなくなります。
デザイン性は無いので、色々な色のものがあればもっと若い人たちにも人気が出ると思う。たまに繋がっていても電波が悪いときはある。
地下鉄やエレベーターエリアに入るとつながりにくいです。また、外で長時間使っていると充電がなくなりやすいところ。
引っ越しをした時にエリア外になってしまい使えなくなってしまった。エリアを十分に網羅できていない点は残念だった。
HUAWEIのサービスに電話をしたら、係の人が喧嘩腰、またはテンパっているようで怖かったです。すぐに壊れます。電源をよくやり取りするので仕方がないのかもしれませんが。
お試しキャンペーンをやっていて試しで使い始め、接続も悪いし充電の持ちが悪くあまり便利ではないと思い解約しようとしたら、私のエリアはキャンペーンの対象外だと言われ返金保証は適用されず3万くらい解約金を支払うことになった。
親から譲り受けたものだったので料金はよくわかりませんが、ダウンロードなどの速度は速いものの、最初の段階の1つのデバイスを繋げることがなかなか時間がかかりました。
使用して一年経った頃から機械が膨張してすぐに機械が熱くなった。パソコンは相性が悪かったのか繋がりが悪かったです。
電波の悪い所に入ると繋がらないのは仕方のないことなのですがスマートフォンの方が電波が良かったりするとごちゃごちゃするところ
アパートに住んでいるのでWi-Fi環境があまり良くなく通史速度が途切れたり遅くなってしまう場面もあります。
時々、電波や通信状況が悪いとインターネットにつながるまで時間が掛かるため、すぐに検索したいときに不便を感じる。
２人以上で使用してしまうと速度が断然落ちてしまいます。また、外出先では充電の減りも早く感じるため、充電器の持ち歩きも必要になります。
充電の減りがはやい。1日中使っていると夕方にはキレてしまう。充電回数が増えてしまうので、商品に負担がかかっていないか不安。
ポケットWi-Fi自体の設定がパソコンを介して行ってするのが非常に面倒である。また、電池の持ちがもっと良くなってほしい。
電源を入れてから繋がるまでに少し時間がかかった。場所によっては3Gとなり、場所による速度差がかなりあった。動画を見る際には場所注意。
通信が集中する夕方から午後の7時くらいは、通信速度が落ちるので、とても使いにくいと感じることがあること。
仕方ないことだけど、車で走ってる時圏外になることがある。バッテリーの減りが早い。少し離れると繋がらなくなる。
圏外の場所があり、自宅が山奥で使用できなかった。また、持ち歩くという手間もあるし、充電しなければいけないという面倒臭さもある。
繋がらない時間帯がけっこう多かった。また繋がったとしても、通信速度が遅く、イライラすることも多かった。
外出する際に、電源を満タンにしていたが、ものの3時間で電源が無くなり、電池持ちが悪いなと感じたところ。
バッテリー持ちが悪い。また、バッテリーが膨らんでいるため、発火や発煙の恐れがあり本体を交換したい。しかし、キャリアに相談したところ保証の対象外らしく、新規購入になるとのこと。バッテリー膨張はユーザーのせいにするには厳しすぎると思うた
め何年経っても数年であれば保証の対象にしてほしい。
ネットが不安定で途切れたり、あまりにたくさん使ってしまうと繋がらなくなってしまうので、そこが気になりました。
プリンターにWi-Fiをつなげることができなくて、インターネットで調べたら、説明書にも載ってない特殊な方法で接続するようでした。
通信が不安定な事と、長く使っていくうちにすぐ充電が切れてしまうようになるところ。本体が熱くなるのも気になります。
小さいから直ぐ何処かへ無くしそうになったりしていました。あとは料金プランがまあ少し安かったら嬉しかったです
地下鉄に乗っている時や地下を歩いてる時はとてもつながりにくいので、イライラしてしまいました。残念です。
趣味でアウトドアで田舎や山間部に行くことが多いが、ほとんど電波がないこと。地図とかは特にこまります。
住んでいた家で電波が1本しか立たず、出先の場所によっては圏外になってしまい全く繋がらないこともあった。
画面が小さく見づらい点が使いづらかったです。屋外だと光に反射して画面がよく見えないこともありました。
経費が掛かる。経費が掛かる。経費が掛かる。経費が掛かる。経費が掛かる。経費が掛かる。経費が掛かる。経費が掛かる。
持ち歩くのが面倒。docomoのプランは使い放題ではなかったので、すぐにデータ量を越えてしまいデータが遅くなってしまった。
契約金が高いかと思います！持ち運べることはいいことですが契約ギガ使い切ってしまうと意味がなくなり契約ギガ数の値段が高いとその上のギガ数を更新しようとは思わない！結局はWi-Fi契約したほうが家でも外でも自由度がある。
ポケットwifi自体の電池の持ちが、少し悪かったように思います。家の中で充電しながら使うには良かったが、外に行くと電池が切れることがあった。
解約する際に解約金が所定の解約月？更新月？以外だとかなり割高でした。バッテリーももう少し長時間使えたらなあと思いました。
充電式だったので、切れたら終わりだった。充電なしのポケットWiFiであればいいなと思う。携帯電話会社には頑張ってほしい！
3日で何GBまでなら使いたい放題なので固定回線と、同じで速度制限がある所また、料金も他社に比べて高いところ。
都心部と地方での電波の差が激しいと思います。とくに出張だと現地に行ってみないと分からないので、不便に感じます。
金額が少し高いと感じる部分はあります。使用感を他のWi-Fiと比較したことがないのですが、もしかしたら今後は別の会社に変える可能性も考えています。
型の古いものだからか、すぐに通信速度が重くなってしまう。少し動画を見ただけで、読み込みに時間がかかってしまう。
複数人ポケットWi-Fiを使うとかなり重くなり、通信が皆無。解約する際には契約した部署とは違うなどとたらい回しにされ、解約に時間がかかった。
形がコンパクトすぎるのでポケットにもしまっておけるのですが落としたことに気づかなかったことがありました。
速度にムラがあり、駅のホームならそこそこの速度が出るが、特に電車の走行中は速度が絶望的、圏外も多くイライラする
時に繋がりにくい時があります。筒形のwifiの方が良いのかな、と思うこともあります。充電しないと使えなかったりします。
エリア外で電波が届かないところがあるのでエリアの拡大をしてほしい。たまに途切れて再起動させないと再接続されない。
充電の減りが早いと思う。速度面での心配は混雑してそうな週末の夜以外は安定しているが、バッテリーはかなり心配である
夜中寝てる間に携帯とWiFiが繋がってて何も使ってないのに起きたらWiFiの7GBまでが上限に達して低速になってたことがあった。
制限がかかるのが早い。テレビでストリーミングの動画を見るときも速度が遅く画質が荒くなる時があります。
料金体系が日数・月数を追うごとに徐々に上がってきているような気がします。バッテリーが長く持続しないのも難点です。
持ち運び便利ですが、もっと軽量化してほしいです。一番不便と思ったのがなんだかんだすぐ容量がなくなり重くなりすぐ使えなくなる。
充電器からはずすとあまり充電が持たないところ。安いプランだとすぐに制限に引っかかってしまい、速度が遅くなる。
福岡で使った時は本当に快適で電波が速度も問題なかったが、他の地域では屋内外関係なく、電波がある状態なのに繋がらない、という事が頻繁にあった。
使い過ぎると、またギガをチャージしたりしないといけない為、お金を課金しないといけない。また、値段が高い
外でﾕｰﾁｭｰﾌﾞを見るのに使って、ｽｲｯﾁのﾈｯﾄ回線も外で使用の際、利用していたらすぐに低速になりました。料金もわりかしお得とはいえないえです。
電池持ちがあまり良くないので、別にモバイルバッテリーを持ち歩くなどするので荷物が増えるのは悩みどころ。
満足は凄くしたのですが、料金が少し高いと思いました。1ヶ月の携帯料金と変わらないので家計には痛手でした、
充電があまり長持ちしない。本体のデザイン(色)が選べなくてつまらない。人とかぶると自分のかな？と思ってしまい、ちょっとイヤな気分になった。
すぐに低速になってしまうので使用するのがストレスに感じることが多かったです。月額料金も他社と比べて高い印象でした。
場所によっては改善されたかもしれないですが、繋がらない場所が多かったです。地下の一部は仕方ないかもしれませんが、カフェなどの飲食店でも繋がらないのはいただけませんでした。
通信量が3日間10GBを超えると速度制限がかかる。3年契約の縛りがある。突然速度が遅くなることがある。
機種やデザインが余り多くないです。使っていてたまあに急に通信が切れる事があります。全体的に料金を安くしてほしいです。
福岡県外では使えないのと充電を満たんにしても1日持たない。福岡県から離れたら使えなくなるのが1番不便
人の多い場所や時間帯（お昼休みなど）、逆にかなり田舎のほうに行くと速度がガクッと落ちたり接続が不安定になること。
家にもWiFiがあるので、携帯用ですが、ダブルで料金がかかるのが辛いです。悪い部分は、手続きが面倒なことです。
ときどき接続が切れるときがあり、それに気づかないで使ってしまうことがある。また意外にバッテリーの持ちが悪いところ。
動画を見るときにたまに読み込むのが遅くなったり、繋がらなくなってしまうことがあります。一度WiFiを切って付け直したらだいたいは治りました。
まず、バッテリーの持ちが凄く悪いので、ポイントWi-Fiなのに、あまり持ち歩けない。接続が悪いことがしょっちゅう有って、１日に何回か再起動しています。 とっても遅いです。不便なのが、家のなかで少し離れると接続出来ない。ipadとスマートフォンを
保有しておりますが、なんだかんだいつも容量足りないです、
都内住みなので都内で使用することが多いです。都内でもまだ圏外になってしまうスポットがありますので、もっと繋がりやすくなると助かります。
通信速度に対するストレスが少ないので仕方がないとは思うが、利用料金が安いともう少し家計にも優しかったかもしれない。
レンタル料は安いがプラス保険料が￥500になる。いつでも返せるが、返却した月末までは利用料金がかかるところ。
悪いというほどではありませんが、同じ電波条件の場合docomoに比べると通信速度やつながりやすさが劣るかなと感じることがありました。
悪いところは、何台も繋げすぎたら、ワイハイの電波の量が悪いぐらいかと思いますあとパスワードを変えれない
地方エリアだと繋がらないことが多いことと、新幹線に乗っていると切れてしまうことが多いです。あまり電波に関しては得意ではないように思えます。
購入時に説明はしてもらっているが、やはり室内だと繋がりにくく、特に戸建てだと部屋によっては繋がらないところも出てきてしまう。
画面が非常に見にくい上、反応がとても遅くて不満足です。字も小さいのでわかりづらいのが難点だと思います。
家の中だと電波が入りにくくてネットにつながりにくいことが多かった。もう少し電波状況がよければと思った。
やはり充電しなければいけないという点です。鞄に入れっぱなし、電源切り忘れの際はすぐに電池がなくなるので使用したいときに使用できないこともありました。
通信制限にすぐかかり、何日が経てばまた使えると聞いていたが全く使えなかったことと、場所によっては全く使えないこと
ポケットWiFiの電源が入っているだけで繋がってなくてもギガを食ってしまうこと。WiFi繋がない時は切っておかないと行けないこと
料金が負担になること、WiFiがあると少なからず重みも増すので、外出時に極力荷物を増やしたくない自分にとってデメリットです。
いつも橙ついてて、速度制限って野がムカつく。初日だけしか橙ついてないときがない。料金たかいのもむかつく。
田舎で使用するとすぐにギガ数の上限に達してしまってあまり田舎では使い道が薄い気がします。ただ、スマホのギガが足らないときには必要です。電池が減るのも早かったので、必要ない時には電源を落としておかないといけないです。
ギガ放題で契約していても7ギガオーバーのお知らせが消えないのが煩わしい。プラスエリアだけの使用状況がわからないのが不便。
ちょっと値段が高いのが、もう少し安いと良いなと思った。重たかったので、もう少し軽いともっと良いなと思った。
YouTubeなどを見ていると速度制限がすぐにかかってしまい高速ではなかったのが悪かったと思います。
ネット繋がらんし、値段も高いし、買った方が損してるしいい所なしで全てにおいて悪い。無くしてもいいんじゃないかな
出張で地方などに出かけると使えないことがあります。地下鉄も駅以外はほとんどのエリアが非対応で、スマホの料金を節約しようとしていても、移動中の通信量が多いとなかなかそうもいかないのが現実です。
場所によって電波が入りにくい事。特に、一番使用したい場所で入りにくい。電源を長時間入れていると熱を持つ事。時々スピードが遅くなる事。
場所によっては電波が悪くなることです。そうなると、やはり結果として携帯を使うことが多いです。携帯の方が電波がいいからです。
ポケットワイファイの悪いところは、見た目がスタイリッシュではないことです。カバンの中にいれても違和感があります。
7Gまでだったので全然足りませんでした。ポケットWi-Fi自体の電池がすぐになくなってしまうので不便でした。
料金プランの選択肢の幅が少なく、自分に合ったプランがなった。微妙に自分に合わないプランを選ぶしかなかった。
備え付けのより、データの速度が遅くなるときがある。容量が多いときも重くなるときがあるので画面がかたまる
特に気になる点はありませんが、お客様サポートに連絡した時、質問したいことが、どれに当てはまるのか、悩んでいると、音声ガイダンスの速度に間に合わなかったので、もう少しゆっくりと進行してほしいです。
当時地下街で働いていたので地下は接続ができず、その点では不便だった。いざ、という時に使えず残念だった。
回線の質はとても微妙だった。使い放題だと店員に言われ契約したが7Gバイトをこえると、低速モードになり意味がなかった。
2年契約で購入したが古くなってきたからなのか、繋がりにくくなったり充電が持たなくなってきた気がする。
意外と電波の届かないスポットも多く、都心でも地下のカフェではつながらないことがあります。また、接続中、何もしていないのになぜか突然電源が落ちてオフラインになることが多いです…。
光に比べて通信速度が断然に遅い。通信障害時の対応＆公表が遅い。ソフトシムのマルチキャリアだからか、トラブル発生時の原因特定・対応が遅い。発生後2日経過して通知メールがあったが、原因不明で、回復まで3日かかった。
とても寒い地方なのですが、氷点下をだいぶ下回るといつも使用できているエリアにも関わらず圏外になるところ
当時の契約に２年縛りがあったこと。パソコンを買い換えたり、携帯を買い換えたたりする際に、結果的に高いプランになってしまったり、最終的には安かったのか高かったのかよくわかりませんでした。
液晶タッチパネルの反応が悪いときがある。また大きさは手のひらサイズでちょうどいいが、若干重いので、地面に落としたらアウト。
とにかく電話対応するスタッフはロクなのがいない。夜になるとスピードが落ちて使えない。勝手に節電モードになるのでとても困る。解約予定。
場所によっては繋がりにくい所がありました。料金はあまりリーズナブルとは言えず、それが原因で解約してしまいました。
電波の接続が悪く、速度が安定しませんでした。料金に関しても月5000円近くの金額がかかり、非常にもったいなく感じた。
通信速度が遅いので、長時間使っていると、イライラしてくる。ギガ数も限られていたので、動画を見るとすぐ限界に。
夜になると繋がらなくなる、時々急に電池がoffになる、など細かいところで少しストレスを感じていました。
家の中で使う時に遠くにいると繋がりにくくて、不便です、あとは、家族で複数同時に接続していると繋がりにくくてイライラしてしまいます。
特定の場所でしか繋がらなかった。自宅にいても使えない場所があった。電車など移動の際は全くつながらなかった。つながらないくせに解約の際に契約期間があり違約金が発生した。
画面がなく、状態をランプの点灯で把握しなければいけないのが面倒。あと端末のツノの部分もカバンの中で収まりが悪い。
気のせいかもしれませんが、繋がりが悪いように思いました。三大キャリアということで、クオリティは問題ないだろうと思っていましたが、私にとってはauの方が良かったと思います。
出始めの頃のポケットベルより一回り大きいサイズだったのでかさばって小さいバッグに入らなく最初は持ち歩いていたがそのうち使わなくなった。
大手携帯会社の契約年数を超える3年縛りなのが不満でした。そのうえ、wifiの月の上限が７GB。バリバリ使う人はギガ数も考えたほうがいいかもしれません
料金が特別安くはなかったことと、一ヶ月の通信量に制限(確か７ギガ)があったことと、契約年数にしばりがあったことです。
地下では殆ど繋がらない。東京23区内のJR線の駅構内でも繋がらない場所がいくつかあるのでカバー率は当てにならない。
街なかでも繋がらないときがありました。また、wifiの電池の減りが早くとても気になった印象があります。
電波がないところ、また電波が弱いところ（建物の地下などでは）使えないこともあるのでその部分は不便でした。
何か問題が会った時にメールの対応が遅いところです。例えばメールアドレスを変更したいときなど、私は送ってから４日ほどかかって返信が来ました。
決して安いとは言い難いです。また、都心部は全く問題ないですが、地方に出張に行った際、たまに接続しにくい時があります。
女性は小さい鞄で外出することもあるので、その際にポケットWi-Fiがあると大きさにもよりますが、大きめのポケットWi-Fiだと嵩張ってしまうところです。
動画を見るとギガが超えてしまい、Wi-Fi自体が遅くなってしまい困る。速度も普通のWi-Fiと比べたら画像を取り込むスピードとかが少し遅い気がします。
割高であるところ。使用無制限ではない。3年契約をしなければならなかった。使用量で料金が上がるのがわかりにくい。
小さめバッグに合わせてイヤホンがワイヤレスになったりしていふので、バッグが小さいときでも持ち歩けるようなサイズになったらいいなと思います
やはり、家にあるWiFiとはちがいスマートフォンと同じで容量が無くなると使えなくなってしまうところがなんとも言えなかったですね。
立ち上がりが遅く、起動に時間がかかる。契約後のサポートや、ヘルプがわかりづらい。もっと軽量だと良いなと思う。
データ容量が一番大きくて14gbまでしかないので、利用の頻度よっては他社の大容量プランのほうが良い場合がある。
画面が小さく、文字が見づらい。充電をこまめにしないとすぐ電池切れになってしまう。もう少し安価でしてほしい。
住んでる地域が電波が不安定で、速度制限がかかってなくても、重い時はが度々あるようでした。あとは、3年縛りと罰金が高すぎる事です。
無制限だけどエリアがあるのでどこでも使える訳じゃない。繋がりが悪い時、反応の遅い時がある。思ったより高い。
どこの国でも使えるため、どこの国にいるのかを判断するのに2-3分ほど時間がかかります。また、稀に全く繋がらないときもあります。
高画質動画やネットゲームをしていると遅くなる・人が多い所や場所により通信回線が不安定になるときがある
繋がりが結構悪くて、家にポケットWi-Fiを置いていても場所によっては繋がり方が違って置く場所に困る所
地下になると、ほぼ受信が出来ない。職場が地下ですが他社のポケットルーターは電波を受信していますがWiMAXは受信が出来ない。
接続に時間がかかる。自動的に接続される時とそうでないときの違いがよくわからない。充電もあまり持ちがよくない
ギガ数が限られているので、ついつい使い過ぎるとすぐに使えなくなってしまうので、外出用では便利ですが、常時使用するには不便だと感じます。
電池の消耗が激しく、自宅の使用なら気にせず使えるが、外出先で電池を気にして使わないといけない事。モバイルバッテリーも必需品。
急にデザインが変わってださくなった。画面表示も前のものより子どもっぽい表示になり使っていて嫌だった。
使い放題のプランにしても、結局は低速になってしまい、動画が見れなかったです。低速が解除になる時間ばかり気にして、イライラしました。
3日で10GBまでしか使えず考えながら使わなくてはならない、オンラインゲームは有線でないと切断されることなある
自宅の光回線と比較すると少し遅いが問題はなかった。値段に関しては持ち運びできることから高いと感じた。自宅に回線引いていればほぼ不要になる。
2年縛りがあり、契約更新後はキャンペーン対象から外れ、無制限で使うにはプラス料金がありました。気がつくと接続が途切れていることがありました。
通信速度がめちゃくちゃ遅かった。通信速度が今よりも速くなりますよと言われて購入したが、全くそんなことはなかった。
電池の持ちが悪く、外出先ではスマートフォンの充電と同じくらいポケットWifiの電池もちを気にしなければならないところ。
ポケットWi-Fiを以前使っていたのですが、不便に思った事はないので悪い部分というのは特に思い当たりません
WiMAXとiPodの組み合わせで使用しており、通信が途切れる瞬間が頻発することにストレスを感じていました。また電波が利用できる範囲が狭く旅行時や帰省の際に通信ができませんでした。
使用しないで持ち運んでいるだけでも電池がすぐなくなる点、電池がないので充電しようとすると充電し終わるまで結構な時間がかかる点です。
電源を入れてから、WiFiが繋がるまでの速度が遅かったりしたので、それが難点でした。あと、バッテリーの持ちが悪い。
時間帯や住んでいる地域によっては、WiFiの回線が弱いためか、通信速度が低下するかWiFiそのものが切断されてしまうことがあります。、
地方に行くと通信状態がかなり悪くなる。内陸地方は特に悪くなり圏外になるところも多かった。起動するのも遅かった。
引越ししたら、電波の入りが悪くかなり通信速度が落ちてしまうので、役に立たなかったです。それ以外、不満はありません
充電が切れやすい。接続開始時に時間がかかてしまうことがある、または場所によっては接続できないことがあった。
悪い部分はまず電波が全く届かない。回線速度があまりにも遅くてゲームのダウンロードやビデオ視聴が全くできません。月々のお支払いも高かったです。
複数で使うと、やはり通信速度が遅くなるのは勿論、物自体が大きいサイズなので嵩張り持ち運びが大変でした。
電波が悪すぎる。地域によっては圏外になるので、無駄に利用料金だけ支払っていた形になった。通信速度も遅いため、高い利用料金を支払って割に合わなかった。また、使用しすぎると通信制限がかかる為、高速利用ができなくなるので、役に立たない。
速度制限にかかるのが早いのじゃないかと思ったのと、満足度に対して支払い料金が高いと感じられたところ。
自分が気づかなかっただけかもしれないが返却期限の表記が無くていつまでに返せばいいのかわからなかった。それから急に全く繋がらなくなったりして謎なところがあった。
ある一定以上の通信量を超えると接続が制限され繋がりにくくなることがまず一点挙げられます。また、いろんな通信モードがあったのですが画面が小さい上にボタンも少なかったので使い方がよく分からないことがありました。
少し大きさがあるので（携帯充電器くらいの大きさでした）軽装で移動したい場合に、少し荷物になることがあった。
回線が悪い、これにつきる。ポケットWiFi全般にいえることだが、電波強度などを犠牲にコンパクトさを優先させているため、添え置きわいふWiFiに比べると電波が劣る。
パソコンをつないで利用すると電波が安定しなく、Wi－Fiが遅いので仕事にならない時がある。動画を流すと数日で制限がかかる。
小さいバッグの時は、持ち歩くのが面倒でした。また、料金面も気になり結局使わなくなりました。今後使うことはないと思います。
市内から外れた人影が少ない場所に行くと、通信が途切れたり通信速度が遅くなる事がありました。持ち運びに苦が無かったのは良いですが、バッテリー満充電で１日持たないので、バッグに入れっぱなしの時にバッテリー残量を見てなく充電切れになる事が
ありましたので、バッテリーの容量等を改善して欲しいです。
料金がとても高いというわけではないですが、継続利用するにはもう少し安価だとさらに使いやすかったと思います。
バッテリーが短く電源がない場所での使用を躊躇ってしまう。これでは持ち運び特化の製品なのに本末転倒である。
特に悪い点はない、強いて言えばたまに充電用バッテリーが劣化しつつある装置にあたり思ったより長持ちしない点。
充電の持ちがあまり良くない印象。数日間の間で使いすぎると制限がかかってしまうのが難点。またテレビとの接続にも、時間を要してしまう（友人が使用しているものと比較）
なぜか原因はわかりませんが。途中でよく切れることがある。そのため大切なことをしているときに不安があります。
自分自身の住んでいる自宅や地域が電波が悪く、ワイモバイルのアンテナが少ないところ。普通のwifiとそれほど値段が変わらないところ。
比較的、据え置きのルーターと比べると利用料金が高いのと、自分の使っていたポケットwifiは雨など天候によって接続が悪かった。
長く使っていたのもあるかもしれませんが、電源が急に落ちることがあり、気がつくとWi-Fiが切れていたということがしばしばありました。
充電の持ちがあまり良くなかった。月額料金は安いけど故障した時の損害金が高いので、あんしん補償に入る必要がある。
少し料金が高かったように感じる。当方学生ということもあり、月に1万円近い出費は大変で、解約した理由もそれである。
黒い色のものを使っていたので、たまにバックの中で行方不明になりました。色が派手な物がいいなと思います。
なかなかWi-Fiと繋がらないことが多かったので不便でした。アクセス時のスピードもとても遅くてイライラすることが多い。
価格が、掲示されていたものと違く、内容確認をしたいと店頭に行っても、子会社(提携会社)が多いらしく調べていただくことが出来なかった
何年か前に使っていたのですが、重さと大きさは気になりました。小さいかばんや手ぶらに近い状態で出掛けたいけど、WIFI自体が手のひらサイズより少し小さい感じで、厚みもあり携帯しづらいと思いました。あと金額も高いと思いました。
ポケットWiFiを常に持ち運ばなければいけないので、カバンが膨らみ、且つ、カバンがすこし重くなることが悪い部分です。
返却確認までに時間がかかるのか、空港で返却したはずなのに、後日返却されていない旨の連絡がきました。その後無事確認されたようですが、その辺りがきちんとされていないのかと思いました。
田舎に住んでいるため、使用環境がとても悪かった。繋がってもすぐ切れてしまうことが多かった。もう少し繋がりやすければ、よりよ便利な物だと思う。
充電が切れるのが早く、使いたい時に電池切れが発生する。料金、端末料が高い。デザインがオシャレではない。
ギガ数を気にしなくていいのはいいのですが、すぐ電波が悪くなり繋がりにくくなる。契約してから3年間はとても安くていいのですが、更新してからは少し料金が高くなる。
使いすぎると速度制限が入ったりする所もあるし時間帯によっては繋がりが悪い時がある又、機器自体のバッテリー持ちが悪くモバイルバッテリーが必要
自分の住んでいるエリアは繋がりにくかったこともあり、頻繁に通信が遅くなる・通信できなくなりました。（資料では提供エリア内だったのですが）
1日3GBという上限を超えていないのに急にネットが切れてしまったりする場合があった。3台目をつなぐとスピードが遅くなる。
私の不注意ですが、ポケットWiFiをカバンに入れて使用したら、カバンに入れていた通帳の磁気がダメになりました。
家でYouTubeを見ていたら、動画が固まってしまう時がたまにあり、また、外に持ち出した時もスマホの電池の残量とは別にポケットwifiの電池の残量を気にしないといけない点などが不便でした。
料金が高いのが気に食わなかった。家族の1人が持っていくと、他の家族が使えない。しかも、場所によっては不安定で繋がりにくい時もあったので、解約した。
小型ではありましたが厚さがもう少し薄い方が良いと感じておりました。また速度があまり快適では無かった印象があります。当時は私自身の知識不足もあり使いこなせていなかった可能性もありますが…。
充電の持ちがわるかったことと、田舎や山の近くなどでは電波が入らずつかえなかったことがたまにあったこと。データ速度を変えると料金もあがったこと
外出時には電池の消耗と、移動中の通信の切断は多少気になりました。 また使用時に電源を入れなければいけないので、それが多少手間でした。
どのWiFiでもそうだとは思いますが、人混みなとでは速度が遅くなったり繋がらなくなったりしたのでそこは改善して欲しいです。
通信料金が高い。最初は割引きなどをうたい、安いイメージだが実際は高いと思う。また田舎ではつながらない。
50代の後半者が操作するのには、なかなか理解しづらく、いつも順調なら、問題がないのですが、何かの都合で一時的やなに使えないとき、画面に出てくるマークの種類にお店にいかないとわからないことが多かった
電池がなくなるのが早いこと、後ある程度使うと規制がかかり普通の時より遅くなる事です。接続する際に番号を入れていると、画面がすぐ暗くなるのも少し不満です。
料金体系に難あり。長期で継続して使い続けたいが二年目以降一気に料金が値上がりしてしまう為、機種変をしないといけないことが手間である。
制限があるので不便なときがあります。また、解約時、2年後の契約月以外の月での解約は、いくら2年過ぎていても違約金が発生するので、解約時のタイミングが不便だと思います。
風が強かったり雨が降っていたりすると、速度が遅くなるときがあります。また、自宅以外で使用する場合、周りの障害物が速度に影響することがあり、その点は不満です。
動画を見てるとすぐデーター上限に引っかかり低速になってしまう。あと、熱を持ちやすく膨張し壊れやすいことが不便。充電してないと使えないのが不便
住んでいるところが地方なので、繋がりにくい場所があるところが不便でした。また速度もあまり速くありません。
無制限の契約でも、何日間で何ギガの制限がかかるため、少し長めの動画を見てしまうと解除されるまで少しの期間、制限されろところ
電池の持ちがよくない。朝家を出る直前まで充電して、夜家に着くまではぎりぎり電池は持つが、移動の電車で動画を見たりなどすると家に着くまでの間に電池が切れてしまうこともある。
悪い部分についてですが、料金プランの金額の高さに不満を感じます。解約手数料もかかるのでお金の部分がいちばんネックです。
３日で10Gバイト使うと一時的に使用できなくなった気がします。あと料金が少し高いかなと思っていました。あまりデータを使わなかった月等勿体ないと感じました。
住んでいる部屋で主に使っているが、同じ部屋でも場所によって電波が悪いので、窓近くや寝室だったりと電波に良いところを探し回って使っている。もう少し電波状況をよくして欲しい。
WiFiのアプリのアップデートに時間がかかることと，プランによるのかとは思いますが，頻繁に通信制限がかかる点．
雨の日になると繋がりにくい。高速道路では使用できなくなり（電波が届かない）移動で使えなくなるのがちょっと不便だと感じています。
やはりコストパフォーマンスかと思います。これだけあらゆる手法がある中で現状自分で選択すべきなのか考えました。　
地域によってはとても繋がりにくくて持ってる意味がない。すぐ熱くなる。安いプランだと通信制限があって使いづらい。
GB制限が3日でいくつというのがあり、すぐ制限にいってしまって速度制限がかかってしまったし、そもそもの速度も遅かった
WiFiできる範囲がかなり限られているので常にスマフォと一緒に持っていなくてはならず、自宅用で使用するのは不便でした。
繋がりにくいエリアが多いと感じるので、持ち出して使う事があまりないです。自宅は電波が良好なので自宅用として使っています
速度が遅い場合がある時と、都心から離れた場所によってはつながらないことがあり不便に感じる事がありました。
最初7GBまでの容量にしていだが、スマホ2台ですぐに容量を超えた。容量が他社と比べて早く消費させるるような気がしました。
現在お試し期間中だが昼間は比較的速度に不満はないが夜になると速度が遅くなり不満に思うことがある。プラス500円で今より繋がりやすいポケットwi-fiにできるがそちらはお試しができないので本当に速度に不満なく使えるのか不安。
転勤族のため色々な所に引っ越しますが、繋がらない地域に引っ越したため解約に至りました。違約金も特に安くならず残念です。
WiMAXだと、時間帯や場所によって繋がりにくくなる。ルーターの使い方はいつもと変わりないが、ここ数ヶ月の間で接続が悪くなってきたように感じる。
そこまで大きいストレスにはなりませんが、場所と環境によってはつながりにくくなる事があります。つながりやすさを改善して欲しいです。
基本料金がもう少し下がるとうれしいのと、電波の届かないような場所では使用できないという欠点です。あとは充電。
小さいわりにちょっと重たいかな？という印象はありました。ポケットwifiの充電もしなければいけなかったのでスマホを使いながらポケットwifiの充電もしつつ…という感じでちょっとめんどくささもありました。
場所によっては接続しにくい時がある。上限無しにしていても、多少使いすぎると速度が極端に落ちてしまう。
少し厚みと重量があったため持ち運ぶのが不便だった。充電がUSBtypeBで、ポケットWifiでしか使わない規格だったため出先で充電したい時にコードを持ち歩く必要があり不便だった。
やはり地下に降りてしまうと携帯電波が弱くなるので、ポケットワイファイの電波も弱くなってしまうので、使える場所が限られてしまう事があります。また、起動がほかの機種に比べて遅いので、電源を入れて直ぐには使えないのが難点ですね。
田舎暮らしなので繋がる場所がとても限られていました。少し車で移動しただけで繋がらなくなるので不便でした。
電波の受信は良いのですが、通信速度となると、決して良好とは言えず、動画を見ていると、時々止まってしまうのが難点です。
大体都心部での使用ではないからか、電波が悪い時があって、なかなかつながりにくく動きがあまりよくないです。
短期の利用だったので買わずにレンタルでしたので古いのは仕方ないと思うのですが、毎日充電が必要となります。
1日の残使用可能容量がわからず、使うたびに電源を入れ、切っていたのが不便でした。初めて使いましたが、最初の説明が分かりにくかったです。
繋がらないことが多く、大事な場面で使えない。スマホは繋がっている場所なのに、なぜ繋がらないのか不思議。
サイズも十分に満足ですが、もう少し小さく軽量になればさらによくなるかと思います。カラバリも増やせばさらに興味をもつ方が増えるかもしれないですね。
通信速度が悪い時があり常に一定に使えればさらによかった　値段がもっと安ければ気軽に使えてたのでもう少し安くなったら嬉しい
サイズはデジカメくらいあり、重さもあったので、ちょっとポケットに入れてということが無理だったので、不便でした。
WiFi環境の無い壁の多い所だと受信できない。受信感度強くする場合、電池の持ちが悪くなり充電器やモバイルバッテリーが必須。電波法があるので仕方ないが５G接続は、１分程度の時間ががかる。
Wi-Fi機を新しいものへ変更した際に、古い機種を回収して頂けるとありえがたいと思いました。古いものの処分が正直困ります。回収すれば中のレアメタル等使えるのではないのでしょうか。
やはり1台だと離れて行動が出来ないのが難点。あと、もう少し日本人が借りやすい場所に設置して欲しかった。
私はポケットWifiは持っていましたが、使う機会はあまりなかったです。なぜかと言うと充電が面倒くさいからです
持ち運びが不便なのはもちろんのこと、持っているとダサくてそれなら格安simで良かったんじゃないかと後悔した
ポケットＷｉＦｉの宿命ですが、ネットの読み込み速度はかなり遅いです。4端末以上同時に接続すると、さらに速度が遅くなるのも嫌なところです。
結構バッテリーの持ちが悪かったように思いました。なので自宅にいるあいだは常に充電して使っていました。
ポケットWi-fiのため、充電の残量を常に気にする必要があった。Wi-fiの容量の上限があったため、現時点の使用量がわからなかった。
海外旅行の際に使用したのですが、ポケットWIFIが家に届くのが出発2日前でした。すこし不安になったので、せめて1週間前には届けてほしいです。
とにかくほかのポケットWi-Fiに比べて繋がりにくい為急ぎのときに繋がらない時は正直多少高くても他のに変えようか悩みます。
データー量を超過すると極端にインターネットの速度が落ち、ストレスフルでした。価格も高くはないが、極端に安いというわけではなかったので、解約しました。
使用上限量に対する使用料金が以前より高く、また他社より高かったので、継続更新をやめました。また、商品のシステムが更新がある連絡なく、随時自分でシステムは変わったのか、新システムの方がお得なのか確認する必要がありました。
WiFi自体の充電が結構面倒で、よく充電を切らしていた。後、常に持ち歩く必要があるしポケットに入れて置きたかったが結構かさばる。
自分が住んでいたところが山の中だったためか、若干速度が遅く、ネットになかなか繋がらないことが度々あった。
コンパクトな割に重さがある為少し気になります。消し忘れて充電が切れることが結構あるため、お知らせがあるとありがたいなとおもいました。
私の物がおかしいのか設定がおかしいのか、気付いたら繋がってなかったり充電が一日持たないのが残念な所です
速度がすごく遅く、WiFiを接続して携帯を使うとYouTubeが読み込みできず、ほとんど見ることができなかった。
最初の設定がめんどくさかった。なかなか繋がらなくてイライラしたことが何度もあった。料金と見合ってない気がした。
料金が高額なところ。電池の持ち。場所によって十分充電していても、気が付くと充電切れ間近となり途中切れることがある。
地下や山、電車など、電波が届かないところが多いです。ちゃんと電波が届いていても安定しない時が時々あるので、Wi-Fiを入れ直す作業が面倒に感じます。
悪かった部分は料金がSIMカードに比べて値段が高かったです。SIMカードと同じくらい又はそれより低価格で提供できればすごくいいと思います。
価格は高いとは感じなかったが、調べてみるともっと安いものもいくつかあったので、価格が下がればかなり満足度は高くなると感じた。
回線の接続が不安定な時があった。時間をかけて入力していた長文が消えてしまい、レスキュー出来なかった時は虚しかった。
家の中と街中ではWiFi速度が全くちがう時間によってもつながり方がち人ががいます 駅とか沢山人のいる所はつながりにくい
使い放題とうたっていたものの、ギガ数がスマホ同様上限があり、呆気なく限度まで行ってしまい、速度が遅いまま使わないとダメだった。スマホもWi-Fiも充電を気にしなければならず、面倒くさかった。
やはり料金とギガ数の関係ですかね。それくらいの金額を払うのであれば、携帯自体のギガ数を増やすなどしてもいいと思ってしまうこともあります。
月々の金額が、プランを下げてもあまり変わらない。通信量を減らすためのポケットWifiであるが、電源の入りきりがめんどくさい。
端末自体の料金が非常に高く、また違約金も高いので、契約時にこれもセットで安くなってお得ですよ、と言われるがまま購入させられ、ソフトバンクに騙されました。違約金の説明もございませんでした。
速度制限があることです。お金を払っているのに設定GBを超えると通信が遅くなってしまうことにもやもやしました。
借してもらえるものにより、充電の減りが異常に早いことがあります。1-2時間で切れてしまうと、ずっと充電しておかないと不安です。充電が長持ちするタイプはとても安心ですが、その分大きくて重たいのが難点です。
通信速度はそこまで良くなく、連続でずっと使用していると充電もけっこうすぐに減るため大切な場面で活躍しない。
地域によっては電波が悪く、使えない時もあり不便でした。また、有線LANや無線LANのように動きはやくありませんでした。
普段家に居ることが多く、家にもWiFiが繋がっていることからほとんど使うことがありませんでした。毎月の高額な支払いがもったいないので最近解約しました。今後も欲しいとは思わないです。
スマホがdocomoなので、ポケットWi-Fiを使っていても、ギガ数に限りがあるので、無制限にしていただきたいです。
少し距離が離れてしまうと、イメージよりもかなり通信速度遅くなってしまったのはたまに気になってしまいました。


