
はじめてガイド
ごあいさつ
このたびは、Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13（以下、「本製品」または「Wi-Fi WALKER WiMAX」と表記し
ます）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、『はじめてガイド』および『ご利用にあたっての注意事項』をお読みいただき、正しくお使いくだ
さい。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

『はじめてガイド』（本書）では、本製品をお使いになるための、主な操作および設定のみ説明しております。
本製品の取扱説明書として、同梱の『はじめてガイド』および『ご利用にあたっての注意事項』、auホームページ
で提供の『取扱説明書詳細版』をご用意しております。また、本書ではこれらを総称して『取扱説明書』と表記し
ます。

  『取扱説明書詳細版』のPDFファイルは、本製品内にも保存されています。 
本製品とパソコンなどを無線LANまたはmicroUSBケーブル01（別売）で接続→Webブラウザを起動→アド
レス入力欄に「http://wi-fiwalker.home 」と入力→ログイン→「ヘルプ」
  『取扱説明書』のPDFファイルは、auホームページからダウンロードできます。 
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

免責事項および安全上のご注意
本製品をご利用になる前に、『ご利用にあたっての注意事項』または『取扱説明書詳細版』の「免責事項について」
および「安全上のご注意（必ずお守りください）」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

本製品をご利用いただくにあたって
  サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い
場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れるこ
とがありますので、あらかじめご了承ください。
 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意くだ
さい。（ただし、CDMA方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。）
 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。（This product is 
designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.）
 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製
品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
 お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導くだ
さい。

箱の中身をご確認ください
● Wi-Fi WALKER WiMAX本体

● ご利用にあたっての注意事項● はじめてガイド（本書）

● 無線LAN初期設定シール● 保証書
保証書 （持込み修理）

販売店※

店名・住所

電話番号

※ 印欄に記入のない場合は無効となりますので必ず

ご確認ください。

（注）
・  
本体内蔵の電池パックは、電池の材質上また

は製造上の瑕疵により生じる事象を除き無償

修理保証の対象外です。

 ・  修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用

部品を使用することがあります。

 ・  お客様にご記入いただいた保証書の内容は、
証期間内のサービス活動のために記載内容
利用させていただく場合がございますので、

を

了承ください。
発売元 KDDI株式会社

東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号
 沖縄セルラー電話株式会社

沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号
 

製造元 HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD.
輸入元 

品　名 データ通信端末　本体（注）

商品名 Wi-Fi WALKER WiMAX 
（型式名称 CDMA HWD13）

製造番号※ 
保証期間 お買い上げ日より１年

お買い上げ日※ 　年　　月　　日

お客様

お名前 様

ご住所

電話番号 

本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された
情報内容（各種設定などの内容）が変化、消失するお
それがあります。情報内容は、

 
別にメモを取るなど
消失したことに
一切責任を、

本保証書は
償修理をお約束するものです。
保証書を発行している者
外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す
るものではありません
いてなどご不明点は
（株）安心ケータイサポートセンター
ショップ、PiPitなどにお問合せください。

、本書に明示した期間、条件のもとで、無
従って、本書によって

（保証責任者）及び、それ以

保証期間経過後の修理につ。
・）株（IDDK、 沖縄セルラー電話
（右記）及び、au

安心ケータイサポートセンター
0120-925-919

受付時間 9：０0～21：００（年中無休）
華為技術日本株式会社

保
＊

＊

必ずお控えください。情報が変化、
よる損害などの請求につきましては、
負いかねますので予めご承知ください。

お客様各位

■Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13をご利用いただく場合のご注意■
このたびは、Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お買い上げのWi-Fi WALKER WiMAX HWD13はインターネット接続プロバイダの初期値として、お申し込み不要、設定不要
。すまりおてし定設を）]込税[円525料用利額月みの月たっあが用利ご（」TEN.ua「るけだたい用利ごにぐすで

「au.NET」以外のインターネット接続プロバイダをご利用のお客様におかれましては、以下の「プロファイルの設定変更方法」
の手順でプロバイダの変更をお願いいたします。
以下の手順で変更を行わず、インターネットに接続してインターネットの閲覧やメールの送受信などの通信をすると、 
「au.NET」の月額利用料525円[税込]が発生いたします（2013年3月現在）。

（プロファイルの設定変更方法）
① 電源ボタンを約5秒以上押してディスプレイ
が点灯したときに、WiMAX 3G切り替え／
WPSボタンを約3秒（ディスプレイ下部の
「Powering up...」が消えるまで）押します。
※ この手順では、インターネットへの自動接続は
行いません。
② Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13と無線
LAN対応端末を無線LAN接続します。
※ 無線LAN接続してWi-Fi WALKER WiMAX
設定ツールを使用する場合は「SSID1」に接続

 REKLAW iF-iWはで」2DISS「。いさだくてし
WiMAX設定ツールを使用できません。
※ 無線LAN非対応のパソコンをご利用の場合は、
microUSBケーブル01（別売）で接続してくだ
さい。

③ 無線LAN対応端末でWebブラウザを起動し、
アドレス入力欄に「http://wi-fiwalker.home」
と入力します。Wi-Fi WALKER WiMAX設定
ツールが起動したら、ログインします。
④ メニューナビから「設定」→サブメニューから
「WAN設定」→「プロファイル設定」を選択しま
す。
⑤ 任に」名ルイァフロプ「、し択選をンタボ」規新「

」ドーワスパ「」名ザーユ「、を名定設続接の意
「認証」にプロバイダから提供された情報を設
定します。
⑥ 設定が完了したら「保存」ボタン→「続行」ボタ
ンを選択します。
⑦ サブメニューから「接続設定」を選択します。

⑧ 「プロファイルリスト」で新しく登録した接続
先を選択し、他の各項目を設定します。

⑨ 設定が完了したら「適用」ボタン→「続行」ボタ
ンを選択します。

⑩ 電源ボタンを約5秒以上押して、電源を切りま
す。再度電源ボタンを約5秒以上押して電源を
入れます。

※ 電源を入れなおすとインターネットへ自動接
続され、変更後のプロバイダでのデータ通信が
可能となります。

対応プロバイダにつきましては、auホームページの「モバイル通信 対応プロバイダ」 
（http://www.au.kddi.com/service/mobile/provider/index.html）をご覧ください。
また、その他詳細につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）にてご確認いただけます。

）株（話電ーラルセ縄沖・）株（IDDK：元売発
輸入元：華為技術日本（株）　 製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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SSID1    :XXXXXXXXXXXXX
WPA Key:XXXXXXXXXXXXX

SSID2     :XXXXXXXXXXXXX
WEP Key:XXXXXXXXXXXXX

お客様各位

■Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13をご利用いただく場合のご注意■

このたびは、Wi-Fi WALKER WiMAX HWD13（以下、本製品）をお買
い上げいただき、誠にありがとうございました。

■ご使用時の本製品の温度について
通信中や充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなるこ
とがありますが異常ではありません。かばんや袋などに入れてご使
用になると、熱がこもり、本製品の温度が高くなる場合がありますの
でご注意ください。また、衣服のポケットに本製品を入れてご使用し
ないでください。

■電源オフ時の充電中の表示

電源を切っている間でも、充電中
は充電中を示すアニメーションが
ディスプレイに表示されます。
充電が完了するとアニメーション
表示が消え、ディスプレイは消灯し
ます。消灯中にいずれかのボタン
を軽く押すと、ディスプレイが点灯
して充電完了アイコンが表示され、
充電完了かどうかを確認できます。

）株（話電ーラルセ縄沖・）株（IDDK：元売発
輸入元：華為技術日本（株）　 製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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 いずれかのボタンを 
軽く押す

充電完了の確認方法

※ ACアダプタおよびmicroUSBケーブルは同梱されておりません。指定の充電用機器（別売）
をお買い求めください。

※ microSDメモリカードは市販品をお買い求めください。

工場出荷時設定について
本製品と無線LAN端末を接続するときには、ネットワーク名（SSID）と暗号化キーが必要で
す。
無線LAN初期設定シールについて

お買い上げ時は機器固有の設定（工場出荷時設定）がされており、同梱されている無線LAN
初期設定シールにネットワーク名（SSID）と暗号化キーが記載されています。お買い上げ時
の状態で無線LAN端末と接続設定する場合は、無線LAN初期設定シールに記載されている

「SSID」と「事前共有キー（WPA Key）」または「WEPキー（WEP Key）」を使用します。

無線LAN初期設定
シールをこちらに貼
りつけて、大切に保
管してください。

本製品を工場出荷状態に戻すには（リセット）
本製品の電源を入れた状態で、Resetボタンを先の細いもので約2秒以上押すと、工場出荷時
設定にリセットされます。
※ 本製品をリセットするとご購入後に設定した内容はすべて削除されます。十分ご注意のうえ

本機能をご利用ください。
※ リセットを行っても、microSDメモリカードに保存されているデータは工場出荷時の状態に

戻りません。

■

■

Wi-Fi WALKER WiMAXでできること
本製品は、無線LAN機能によりパソコンやゲーム機などの無線LAN端末と同時に5台まで接
続したり、microUSBケーブル01（別売）でパソコンなどと接続したりできます。さらに、接続
した端末から本製品を経由してCDMA方式（3G）やWiMAX方式（WiMAX）を使ったインター
ネット接続によるデータ通信（ベストエフォート方式※）を行うことができます。
WiMAX方式利用時の最大通信速度：受信40Mbps／送信15.4Mbps
CDMA方式利用時の最大通信速度：受信3.1Mbps／送信1.8Mbps

※接続環境などによって、通信速度が最大値に達しないことがあります。
無線LANで接続する

本書では、無線LANによりパソコンやゲーム機
と接続する方法を説明しています。

■ �microUSBケーブル01(別売）で接
続する

『取扱説明書詳細版』の「USB接続する」 
（▶P.29）を参照してください。
※ 本製品を初めてパソコンに接続するとき

は、USBドライバのインストールが必要
です。

※ 無線LAN接続とUSB接続を同時に利用す
ることもできます。合わせて最大6台まで
接続できます。

■

※ 電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場
合があります。また、接続機器やゲームによっては通信や通信対戦プレイなどが正常に動作
しない場合があります。

※ 電池の消費を抑えるために、本製品とUSB接続する場合は、無線LAN機能をオフにするか、
省電力モードを設定することをお勧めします。詳しくは、『取扱説明書詳細版』の「WLAN設
定」の「基本設定」（▶P.44）、「省電力モード設定」（▶P.54）を参照してください。

•
•

動作環境
本製品の動作環境は下記のとおりです。（2013年3月現在）
対応機器
パソコン、iPhone、iPod touch、iPad、スマートフォン、ゲーム機など、IEEE802.11b/g/
nの無線LAN規格に対応する機器
USBポートを備えたWindows／Macなどのパソコン
対応OS（パソコン）
Windows XP Home Edition Service Pack 3
Windows XP Professional Service Pack 3
Windows Vista Home Basic（32ビット／64ビット）
Windows Vista Home Premium（32ビット／64ビット）
Windows Vista Business（32ビット／64ビット）
Windows Vista Ultimate（32ビット／64ビット）
Windows Vista Enterprise（32ビット／64ビット）
Windows 7 Starter
Windows 7 Home Basic（32ビット／64ビット）
Windows 7 Home Premium（32ビット／64ビット）
Windows 7 Professional（32ビット／64ビット）
Windows 7 Ultimate（32ビット／64ビット）
Windows 7 Enterprise（32ビット／64ビット）
Windows 8（32ビット／64ビット）
Windows 8 Pro（32ビット／64ビット）
Mac OS X 10.5
Mac OS X 10.6（32ビット／64ビット）
Mac OS X 10.7（32ビット／64ビット）
Mac OS X 10.8
メモリ
Windows XP：推奨512MB以上（256MB以上必要）
Windows Vista：推奨1GB以上（512MB以上必要）
Windows 7：1GB以上必要（32ビット）　2GB以上必要（64ビット）
Windows 8：2GB以上必要
Mac OS X：推奨512MB以上（256MB以上必要）
ハードディスク
推奨100MB以上（50MB以上の空き容量が必要）
Windows 8：20GB以上
画面解像度
推奨1024×768以上
対応ブラウザ
Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8, 9, 10
Safari 3, 4, 5, 6

上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する場合でも、パソコン本
体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーションなど、お客様がご利用の環境によっ
ては、正常に動作しない場合があります。
※ パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わ

せは、各パソコンのマニュアルなどをお読みのうえ、各メーカーの定める手順に従ってくだ
さい。

■

■

■

■

■

■

・

・

・

・

・

・

・
・

HWD13HWD13

各部の名称と機能

①

②

④

⑥

⑦

⑤

③

①�microSDメモリカードスロット
②�microUSBコネクタ
③�ディスプレイ

本製品の状態が表示されます。
④�電源ボタン

本体の電源を入／切します。
電源を入れると、無線LAN機能がオ
ンになり、自動的にインターネット
に接続します。

⑤��WiMAX 3G切り替え／WPSボタン
接続モード（WiMAX/3G、3G、
WiMAX）を切り替えたり、WPS

（Wi-Fi Protected Setup）機能を
開始します。

⑥�Resetボタン
設定内容をお買い上げ時の状態に戻
します。

⑦�ストラップ取り付け穴

※電池は本体に内蔵されています。

本体のボタン操作について
電源ボタン

操作 機能 説明
押す

（約1秒以内）
ディスプレイの点灯 _

約5秒以上押す 電源のオン／オフ _

約10秒以上押す 強制電源オフ 本製品の操作ができなくなってしまったときなど、強
制的に電源を切ることができます。

WiMAX 3G切り替え／WPSボタン

操作 機能 説明
押す

（約1秒以内）
ディスプレイの点灯 _

約2秒押す 接続モードの切り替え 切り替え中は「Mode Switch」と表示され、その後、
接続モードが表示されます。

約5秒以上押す WPS（Wi-Fi Protected 
Setup）機能による無線
LAN端末の接続設定の開始

WPS機能を搭載した無線LAN端末をお使いの場合
に、無線LANの接続設定を簡単に行うことができま
す。

続けて2回押す※ 現在使用しているSSIDの
表示

もう一度WiMAX 3G切
り替え／WPSボタンを
続けて2回押す※と、暗号
化キーが表示されます。

•

最初にWiMAX 3G切り替え／WPSボタンを続け
て2回押した※あとは、操作しなくても次の画面が表
示されます。 
Wi-Fi WALKER WiMAX設定ツールの「WLAN設
定」の「セキュリティ設定」で「SSID2モジュール」
をオンにすると、SSID1(WPA2/WPA)の後に
SSID2(WEP)も表示されます。

※ 約1秒以内に2回押します。

Resetボタン

操作 機能 説明
約2秒以上押す 設定内容をお買い上げ時の

状態に戻す
Wi-Fi WALKER WiMAX設定ツールを使用してリ
セットすることもできます。詳しくは、『取扱説明書詳
細版』の「オールリセット」 （▶P.55） を参照してく
ださい。

■

ディスプレイの表示について

① ③ ⑤④ ⑥②

⑦

⑧

①�受信レベル表示
②�通信状態／接続ネットワーク表示
� ・�消灯 ：インターネット未接続
� ・� � ：インターネット接続中
� ・� �：CDMA 1X WIN接続中
� ・� �：CDMA 1X接続中
� ・� � ：WiMAX接続中
③�WLAN状態表示
④�WLAN接続端末数表示
⑤�microSDメモリカード挿入状態表示
⑥�電池残量表示
⑦�アニメーション／テキスト表示
⑧�接続モード表示
� ・  ：WiMAX方式／

CDMA方式自動切替モードで接続
� ・  ：CDMA方式専用で接続
� ・  ：WiMAX方式専用で

接続

※ 詳しくは、『取扱説明書詳細版』の「ディスプレイ
の表示について」 （▶P.14）を参照してください。

アニメーション／テキスト表示について
本製品では、通信状態や異常の情報をアニメーションまたはテキストによってお知らせし
ます。

WPS設定中／PINコードを
利用してWPS設定中 WPSで接続に成功

WPS設定に失敗 接続モード切替中

※ 詳しくは、『取扱説明書詳細版』の「アニメーション／テキスト表示について」（▶P.14）を
参照してください。

■

充電する

指定のACアダプタを使って充電する■

1	本製品のmicroUSBコネクタ
に共通ACアダプタ04（別売）を
接続する
microUSBコネクタの形状を確認
し、まっすぐに差し込みます。奥ま
でしっかり差し込んでください。

2	共通ACアダプタ04（別売）の電
源プラグをAC100Vコンセン
トに差し込む

3	充電が終わったら、本製品から
共通ACアダプタ04（別売）の
microUSBコネクタをまっす
ぐ引き抜く

4	共通ACアダプタ04（別売）の電
源プラグをコンセントから抜く

2 

1

パソコンを使って充電する
『取扱説明書詳細版』の「パソコンを使って充電する」（▶P.16）を参照してください。
※ 本製品の電源を入れて、初めてパソコンに接続するときは、USBドライバのインストー

ルが必要です。詳しくは、『取扱説明書詳細版』の「WindowsパソコンにUSB接続する」
（▶P.29）または「MacにUSB接続する」（▶P.34）を参照してください。

■

電源を入れる／切る

1	電源ボタンを約5秒以上押して電源を入れる
インターネットに自動的に接続されます。また、無線LAN機
能がオンになり が表示されます。
 が表示されないときは、Wi-Fi WALKER WiMAX設定ツールで

「WLANモジュール」をオンに設定してください。詳しくは、『取扱説明書
詳細版』の「WLAN設定」の「基本設定」（▶P.44）を参照してください。
 本体のボタン操作では、無線LAN機能のオン／オフは設定できません。
 省電力モードの設定により無線LAN接続が切断された場合、再度
接続するには電源ボタンかWiMAX 3G切り替え／WPSボタン
を押します。詳しくは、『取扱説明書詳細版』の「省電力モード設定」

（▶P.54）を参照してください。

2	電源ボタンを約5秒以上押して電源を切る

•

•
•

強制的に電源を切るには
電源ボタンを約10秒以上押すと、強制的に電源が切れます。本製品が動作しなくなったと
きなどに、電源を入れ直すことができます。

■

Wi-Fi WALKER WiMAX設定ツールを起動する
本製品に無線LANまたはmicroUSBケーブル01（別売）で接続したパソコンなどのWebブラ
ウザから、Wi-Fi WALKER WiMAX設定ツールを使用して本製品の各種機能を設定すること
ができます。手順は無線LANで接続した場合を例にして説明しています。
※ 無線LANで接続してWi-Fi WALKER WiMAX設定ツールを使用する場合は、「SSID1」を

使用してください。
※ 詳しくは、『取扱説明書詳細版』の「Wi-Fi WALKER WiMAX設定ツールについて」（▶P.40）

を参照してください。

1	本製品の電源ボタンを約5秒以上押
して電源を入れる

2	無線LAN端末を起動し、本製品と無
線LANで接続する

3	Webブラウザを起動し、アドレス入力
欄に「http://wi-fiwalker.home	」
と入力する
ログイン画面が表示されます。

 デスクトップ上（Macの場合はDock）に
ある「Wi-Fi WALKER WiMAX setting 
tool」のアイコンをダブルクリックして
もログイン画面を表示できます。「Wi-Fi 
WAKER WiMAX setting tool」は、本製品
をmicroUSBケーブル01（別売）でパソコン
に接続したときにインストールされます。

•

4	ユーザー名「admin」とパスワードを
入力して、「ログイン」を選択する
 お買い上げ時のWi-Fi WALKER WiMAX設定
ツールのログインパスワードは、WEPキーと
同じものが設定されています。
 必要に応じて「言語」欄のリストから画面表示
に使用する言語を選択してください。

•

•

ログインに成功すると、Wi-Fi WALKER WiMAX設定ツール画面が表示されます。
各種機能の詳細設定については、『取扱説明書詳細版』の「各種機能の詳細設定をする（設定）」

（▶P.42）を参照してください。



無線LANで接続する
本書では、本製品と以下の無線LAN端末との接続方法を説明しています。

• Windowsパソコン� •ニンテンドー3DS LL／3DS／DSi LL／DSi／DS Lite／DS�
• スマートフォン� • iPhone／iPod touch／iPad

※ 無線LAN端末の接続設定は、本製品と各無線LAN端末を初めて接続するときに行います。 
2回目以降は、自動的に接続が再開されます。（無線LAN端末側で「自動的に接続する」や「設定
を保存する」などが設定されている場合）

下記については、『取扱説明書詳細版』の各記載を参照して接続設定を行ってください。
Macを無線接続する
･･･『取扱説明書詳細版』の「Macを接続する」（▶P.19）
Wii�Uを接続する
･･･『取扱説明書詳細版』の「Wii Uを接続する」（▶P.23）
Wiiを接続する
･･･『取扱説明書詳細版』の「Wiiを接続する」（▶P.23）
PSVITAを接続する
･･･『取扱説明書詳細版』の「PSVITAを接続する」（▶P.24）
PSPを接続する
･･･『取扱説明書詳細版』の「PSPを接続する」（▶P.24）
PSPは、WPA2-PSKの暗号化方式に対応していません。「WPA-PSK」で設定を行ってく
ださい。
PS3を接続する
･･･ 『取扱説明書詳細版』の「PS3を接続する」（▶P.26）
WPS対応の無線LAN端末を接続する
･･･ 『取扱説明書詳細版』の「WPS対応の無線LAN端末を接続する」（▶P.28）
本製品は、WPS（Wi-Fi Protected Setup）機能に対応しています。WPS機能を搭載した
無線LAN端末との接続設定を簡単に行うことができます。
microUSBケーブル01(別売）で接続する
･･･『取扱説明書詳細版』の「USB接続する」（▶P.29）
本製品とWindowsパソコンやMacをmicroUSBケーブル01（別売）で接続することがで
きます。
※本製品を初めてパソコンに接続するときは、USBドライバのインストールが必要です。

■

■

■

■

■

■

■

■

Windowsパソコンを接続する
画面表示や手順はWindows 7で、本製品の「SSID1(WPA2／WPA）」を使用して接続す
る場合を例にして説明しています。

1		本製品の電源ボタンを約5秒以上
押して電源を入れる
インターネットに自動的に接続されま
す。また、無線LAN機能がオンになり

が表示されます。

2		パソコンの無線LAN機能をオンに
する

3		「スタート」メニューから「コント
ロールパネル」を選択し、「ネット
ワークとインターネット」→「ネッ
トワークと共有センター」の順に選
択する

4		「ネットワークに接続」を選択する
5		本製品の「SSID1」が表示されてい
る項目を選択し、「接続」を選択する
 「自動的に接続する」にチェックが入ってい
ることを確認してください。
 本製品の「SSID1」の設定を変更している
場合には、設定している名称の項目を選択
します。

•

•

6		事前共有キーを「セキュリティ
キー」に正しく入力し、「OK」を選
択する

 手順3～4、またはタスクトレイの ア
イコンを選択して接続状態の画面を開き、

「接続」が表示されていることを確認しま
す。

•

ニンテンドー3DS LL／3DS／DSi LL／DSi／DS Lite／DSを接続する
画面表示や手順はニンテンドー3DS LL／3DSで、本製品の「SSID1（WPA2／WPA）」を使
用して接続する場合を例にして説明しています。
※ ニンテンドーDS Lite／DSをお使いの場合は、SSID1（WPA2/WPA）を使用して接続で

きません。SSID2（WEP）を使用して接続してください。
※ ニンテンドーDS Lite／DSでは、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトが必要にな

ります。また、ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続するためにはインターネット接続さ
れていることを確認してください。

1		本製品の電源ボタンを約5秒以上押し
て電源を入れる
インターネットに自動的に接続されます。
また、無線LAN機能がオンになり が表
示されます。

2		ニンテンドー3DS	LL／3DSのメ
ニュー画面から「本体設定」を選択し、
「はじめる」を選択する

3		「インターネット設定」を選択し、「イ
ンターネット接続設定」を選択する

4		「接続先の登録」を選択する

5		「自分で設定する」を選択する

6		「アクセスポイントを検索」を選択す
る

アクセスポイントの検索を開始します。

7		検索結果から本製品の「SSID1」が
表示されている項目を選択する
 本製品の「SSID1」の設定を変更している場
合には、設定している名称の項目を選択しま
す。

8		事前共有キーを正しく入力し、「決
定」を選択する

9		「OK」を選択する
設定が保存されます。

�		「OK」を選択する
接続テストが始まります。「接続テストに
成功しました」が表示されたら設定完了
です。

•

ニンテンドーDSi�LL／DSi／DS�Lite／DSを接続する
アクセスポイントを検索するまでの手順やWEPキーを入力後の手順が、ニンテンドー3DS 
LL／3DSの場合と異なります。手順は以下のようになります。

  ニンテンドーDSi LL／DSiの場合は、メニュー画面から「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」
→「未設定」と表示されている接続先の1つを選択します。
 ニンテンドーDS Lite／DSの場合は、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動し、「Wi-Fiコ
ネクション設定」→「Wi-Fi接続先設定」→「未設定」と表示されている接続先の1つを選択します。WEP
キー入力後は「OK」を選択します。

※ 操作方法については、ニンテンドー3DS LL／3DS／DSi LL／DSi／DS Lite／DSの取
扱説明書を参照してください。

※ 本書に記載されているニンテンドー3DS LL／3DS／DSi LL／DSi／DS Lite／DSの接
続方法は、当社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂（株）へのお問い合
わせはご遠慮ください。

■

・

・

スマートフォンを接続する
手順は一般的なAndroid搭載端末で、本製品の「SSID1（WPA2／WPA）」を使用して接続する
場合を例に説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作が異なります。
詳しくは、Android搭載端末の取扱説明書などを参照してください。

1	本製品の電源ボタンを約5秒以上押し
て電源を入れる
インターネットに自動的に接続されます。
また、無線LAN機能がオンになり が表
示されます。

2	スマートフォンのメニューから「設定」
を選択する

3	設定画面で「Wi-Fi」を選択する
4	Wi-Fiを「OFF」から「ON」にする

アクセスポイントの検索を開始します。

5		検索結果から本製品の「SSID1」が
表示されている項目を選択する
 本製品の「SSID1」の設定を変更している場
合には、設定している名称の項目を選択しま
す。

6		事前共有キーを「パスワード」に正し
く入力し、「接続」を選択する
接続に成功すると、本製品のディスプレ
イに表示されている無線LAN接続端末
数が1つ増えます。

•

iPhone／iPod touch／iPadを接続する
画面表示や手順はiPod touchで、本製品の「SSID1(WPA2／WPA）」を使用して接続する場
合を例にして説明しています。

1		本製品の電源ボタンを約5秒以上押
して電源を入れる
インターネットに自動的に接続されま
す。また、無線LAN機能がオンになり
が表示されます。

2		iPod	touchのホーム画面から「設
定」を選択する

3		設定画面で「Wi-Fi」を選択する
4		Wi-Fiを「オフ」から「オン」に変更する

アクセスポイントの検索を開始します。

5		検索結果から本製品の「SSID1」が表
示されている項目を選択する
 本製品の「SSID1」の設定を変更している場合
には、設定している名称の項目を選択します。

•

6		事前共有キーを「パスワード」に正し
く入力し、画面右下の「Join」を選択
する

 画面左上のステータスバーにWi-Fiアイ
コンが表示され、「SSID1」にチェックア
イコンが表示されます。

周辺機器のご紹介
充電やパソコンなどとの接続に使用可能な周辺機器は以下のとおりです。

共通ACアダプタ04（0401PWA）（別売）
共通ACアダプタ03（0301PQA）（別売）
共通ACアダプタ03 ネイビー（0301PBA）（別売）
共通ACアダプタ03 グリーン（0301PGA）（別売）
共通ACアダプタ03 ピンク（0301PPA）（別売）
共通ACアダプタ03 ブルー（0301PLA）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（ホワイト）（L02P001W）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（レッド）（L02P001R）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（ブルー）（L02P001L）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（ピンク）（L02P001P）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（シャンパンゴールド）（L02P001N）（別売）
microUSBケーブル01（0301HVA）（別売）
microUSBケーブル01 ネイビー（0301HBA）（別売）
microUSBケーブル01 グリーン（0301HGA）（別売）
microUSBケーブル01 ピンク（0301HPA）（別売）
microUSBケーブル01 ブルー（0301HLA）（別売）
ポータブル充電器02（0301PFA）（別売）

※ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）にて
ご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。

※ 上記の周辺機器は、 auオンラインショップからご購入いただけます。 
http://auonlineshop.kddi.com/

※ ポータブル充電器02（別売）では、本製品を充分に充電できない可能性がございます。

・

・

・

故障とお考えになる前に
本書および『取扱説明書詳細版』を参照して設定を行っても、パソコンでインターネット接続
ができない場合など、お困りのときは、以下の項目をお確かめください。
※ 電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場

合があります。
インターネットへの接続に失敗した。
1. サービスエリア内であることをご確認ください。
2.  電波状態が良くないところであれば、電波状態が良いところへ移動して、もう一度接続

してください。
3.  時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくしてからもう

一度接続してください。
4.  Wi-Fi WALKER WiMAX設定ツールを起動し、3G設定やネットワーク関連の設定が

正しく設定されていることを確認してください。
通信がすぐに切れる。
1. 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところで確認してください。
2.  本製品の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、

microUSBケーブル01（別売）でパソコンに接続するか、共通ACアダプタ04（別売）
を接続して充電してください。

3.  本製品とパソコンなどが、無線LANまたはmicroUSBケーブル01（別売）により正し
く接続されていることを確認してください。

4.  本製品と無線LAN端末を無線LANで接続している場合には、本製品の電源をいったん
切ってからもう一度電源を入れてください。

5.  本製品とパソコンをmicroUSBケーブル01（別売）で接続している場合には、本製品
をパソコンから取り外してもう一度接続してください。

6.  上記の操作を行っても接続できない場合は、本製品を取り外してパソコンを再起動し、
もう一度接続してください。

通信速度が遅く感じる。
1. 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
2. 回線の状態が良くないことがあります。時間を置いて再度試してください。

■

■

■

主な仕様
本体
外形寸法 約106（W）×66（H）×15.9（D）mm
質量 約150g

インターフェイス USB 2.0 High Speed（microUSB端子）
microSDメモリカード／microSDHCメモリカード対応

ディスプレイ 1.45インチ　TFT

消費電力
通信時一般：約1.67W（3G）／約1.75W（WiMAX） 
待機時：約0.06W 
※使用状況により消費電力は変化します。

電源 DC 5V、1.8A
内蔵電池 リチウムイオン、3.7V、3000mAh

連続待受時間
省電力モード時：約200時間
WLANオン・3G接続時：約16時間
WLANオン・WiMAX接続時：約16時間

連続通信時間※ 3G接続時：約410分
WiMAX接続時：約390分

環境条件 動作温度範囲：5℃～35℃ 
湿度：35%～85%

充電時間 約180分（共通ACアダプタ04接続時）

※ Wi-Fi子機1台を接続した場合の時間です。
WAN

通信方式 3G：CDMA 1X／CDMA 1X WIN
WiMAX：IEEE802.16e-2005準拠

対応周波数 CDMA：800MHz／2100MHz 
WiMAX：2.5GHz

通信速度 3G：受信3.1Mbps／送信1.8Mbps
WiMAX：受信40Mbps／送信15.4Mbps

LAN
通信方式 Wi-Fi（IEEE802.11b/g/n準拠）
対応周波数 2.4GHz（1～7ch）
通信速度 72.2Mbps（IEEE802.11n）

Wi-Fiセキュリティ方式
WEP：64bit／128bit
WPA-PSK：TKIP／AES 
WPA2-PSK：TKIP／AES

最大同時接続数 Wi-Fi：5台／USB：1台

■

■

■

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録
商標です。
Bingは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Mac、Macintosh、Safari、iPhone、iPod、iPod touch、iPadは、米国および他の国々で登録された
Apple Inc.の商標または登録商標です。
iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi Certified®、WPATM、WPA2TM、Wi-Fi Protected SetupTMとそのロゴ
は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
Wii U、Wii、ニンテンドーDS、ニンテンドー3DSは、任天堂の登録商標または商標です。
PlayStation、PS3、PSPは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標
です。また、PSVITAは同社の商標です。
Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
microSD、microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

、HUAWEI は、中国HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標または登録商標です。
その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。とくに本文中では、
®マーク、TMマークは明記しておりません。

お問い合わせ先番号

Pressing “zero” will connect you to an operator, 
after calling “157” on your au cellphone.

一般電話からは

0077-7-111
au電話からは

局番なしの157番

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは

0077-7-113
au電話からは

局番なしの113番

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について
（通話料無料）

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

0120-977-033（沖縄を除く地域） 0120-977-699（沖縄）

安心ケータイサポートセンター
紛失・盗難・故障について
一般電話／au電話から

0120-925-919

（通話料無料）

受付時間　9:00～21:00（年中無休）

お客さまセンター
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