
取扱説明書 HWD15クレードル
（HWD15PUA）

■■ごあいさつ
このたびは、HWD15クレードル（HWD15PUA）（以
下、「本製品」または「クレードル」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『取扱説明書』（本書）、および『安全上のご
注意』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。
•	 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラ
スト・画面とは異なる場合があります。

■■安全上のご注意
本製品をご利用になる前に、別紙の『安全上のご注意』
をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、本書の「故障とお考えになる
前に」（裏面）で症状をご確認ください。

■■本製品をご利用いただくにあたって
•	 本製品を使用するには、Wi-Fi	WALKER	WiMAX	2+	
HWD15（別売）（以下、「HWD15」と表記します）、指
定のACアダプタ（別売）、microUSBケーブル（別売）
が必要です。

•	 本製品は、HWD15を充電およびネットワークへ接
続するためのものです。それ以外の用途には使用し
ないでください。

•	 指定のACアダプタ（別売）を接続する際は、
電源用microUSBコネクタに対して指定のACア
ダプタ（別売）のコネクタが平行になるように抜き
差ししてください。

使用できる機器：Wi-Fi	WALKER	WiMAX	2+	HWD15
※	上記以外の機器に使用しないでください。

■■アフターサービスについて
●修理を依頼されるときは
修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまで
お問い合わせください。

保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定に
基づき修理いたします。

保証期間外 修理により使用できる場合はお客様のご要望
により、有償修理いたします。

●保証書について
保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」
などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大
切に保管してください。
●アフターサービスについて
アフターサービスについてご不明な点がございましたら、本
書裏面記載のお客さまセンターへお問い合わせください。

■■製品仕様
商品名 HWD15クレードル

（商品コード：HWD15PUA）
電源 DC	5V、2A
消費電力 1W
電源入力ポート microUSB	Type	B
Ethernetポート RJ-45	IEEE802.3

100Mbps/1000Mbps（自動判
別）全二重/半二重（自動判別）

データ通信 ルータ
モード

LTE/	WiMAX	2+/WiMAX/
Wi-Fi（WAN）、	
Ethernet/Wi-FI（LAN）

AP
モード

Ethernet（WAN）、
Wi-Fi（LAN）

LEDランプ Power（緑）、Ethernet（緑）
環境条件 周囲温度 5℃～35℃

周囲湿度 35％～85％（結露無きこと）
寸法 約75×58×22.5	mm	（ゴム足

除く）
質量 約49.5g

箱の中身をご確認ください

クレードル本体

安全上のご注意
／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）

■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
沖縄県那覇市松山1丁目2番1号

安心ケータイサポートセンター　 
0120-925-919

■製造元　HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
■輸入元　華為技術日本株式会社

品   名 データ通信端末 周辺機器（注）

商品名 HWD15クレードル
（商品コード：HWD15PUA）

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 
本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで無償修
理をお約束するものです。従って、本書によって保証書
を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業
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。保証期間経過後の修理についてなどご不明
点は、KDDI （株）・沖縄セルラー電話（株）安心ケータイ
サポートセンター（右記）及び、auショップ、PiPit等に
お問合せください。

・ 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出が
ない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

・ 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、保証期
間内のサービス活動のために記載内容を利用させて
いただく場合がございますので、ご了承ください。

製造番号※

（キリトリ線）

●● こ の『安 全 上 の ご 注 意』に は HWD15 ク レ ー ド ル
（HWD15PUA）（以下、「本製品」と表記します）を使用するお
客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた
めに、守っていただきたい事項を記載しています。
●● 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。
●● 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■■表示の説明
“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または
重傷（※1）を負うことがあり、その切迫の度合い
が高いこと”を示します。
“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または
重傷（※1）を負うことが想定されること”を示し
ます。
“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※2）を
負うことが想定されるか、または物的損害（※3）
の発生が想定されること”を示します。

※1.●重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒など
で後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要
するものを指します。

※2.●軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高
温・低温）・感電などを指します。

※3.●物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損
害を指します。

■■図記号の説明
行ってはいけない（禁
止）内容を示していま
す。

水に濡らしてはいけ
ない（禁止）内容を示
しています。

分解してはいけない
（禁止）内容を示してい
ます。

必ず実行していただ
く（強制）内容を示し
ています。

濡れた手で扱ってはい
けない（禁止）内容を示
しています。

電源プラグをコンセ
ントから抜いていた
だく（強制）内容を示
しています。

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用
ください。

本製品に使用するデータ通信端末（別売）、ACアダプタ
（別売）、microUSBケーブル（別売）は必ず指定の機器
をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因と
なります。また、データ通信端末（別売）の内蔵電池から
の漏液・発熱・破裂の原因となります。
高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの
中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）での使
用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・
傷害の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立
ち入る場合は、必ず事前にデータ通信端末本体（別売）の
電源を切り、充電を中止してください。ガスに引火する
おそれがあります。
電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない
でください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となりま
す。
火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発
火・破裂・火災の原因となります。

接続端子をショートさせないでください。また、接続端
子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内
部に入らないようにしてください。発熱による火災・故
障・やけどの原因となります。
お客様による分解や改造、修理をしないでください。
故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造
などにより本製品やデータ通信端末（別売）およびパ
ソコンなどに不具合が生じても KDDI（株）、沖縄セ
ルラー電話（株）、華為技術日本（株）および HUAWEI●
TECHNOLOGIES●CO.,●LTD.では一切の責任を負いか
ねます。

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用
ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでくだ
さい。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。

雷が鳴り出したら指定のACアダプタ（別売）の電源プラ
グに触れないでください。落雷による感電などの原因と
なります。
水などの液体をかけないでください。また、水やペット
の尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場
所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないで
ください。発熱・火災・感電・電子回路のショート、腐食
による故障の原因となります。万一、液体がかかってし
まった場合には直ちにACアダプタ（別売）、microUSB
ケーブル（別売）を抜いてください。水濡れや湿気による
故障は、保証の対象外となり有償修理になります。
接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにし
てください。感電・傷害・故障の原因となる場合がありま
す。
指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・
火災・発熱・感電などの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充
電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因とな
ります。
本製品が落下などによって破損し、機器内部が露出した
場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、
破損部でけがをする場合があります。auショップもし
くは安心ケータイサポートセンターまでご連絡くださ
い。
長時間使用しない場合は、指定のACアダプタ（別売）の
電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感
電・火災・故障の原因となります。

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用
ください。

直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる場
所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に
保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因と
なる場合があります。
ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置
かないでください。落下してけがや破損の原因となりま
す。また、衝撃などにも十分ご注意ください。
乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな
部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりする
など、事故や傷害の原因となる場合があります。
布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。
データ通信端末（別売）が外れたり、火災や故障の原因と
なります。
外部から電源が供給されている状態のデータ通信端末
（別売）・指定のACアダプタ（別売）に長時間触れないで
ください。低温やけどの原因となる場合があります。
本製品を自動車内で使用しないでください。落下・運転
の妨げにより事故の原因となります。本製品は室内の安
定した場所での使用を前提としています。

安全上のご注意（必ずお読みください）

HWD15クレードル
（HWD15PUA）

湿気の多い場所で使用しないでください。湿気が故障の
原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と
判明した場合は保証の対象外となり、有償修理となりま
す。
本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱
くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌
に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる
場合があります。
コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでく
ださい。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による
火災の原因となります。
使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱
しているなど異常が起きたときは使用しないでくださ
い。異常が起きた場合、指定のACアダプタ（別売）や
microUSBケーブル（別売）を、パソコンおよびコンセン
トから抜き、接続しているデータ通信端末（別売）を取り
外し、本製品が熱くないことを確認してください。その後
auショップもしくは安心ケータイサポートセンターま
でご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなど
して破損した場合などもそのまま使用せず、auショップ
もしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡くだ
さい。

取扱説明書（本書）

周辺機器のご紹介

•	 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）
•	 共通ACアダプタ05（0501PWA）（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。

※	ポータブル充電器02（別売）では、HWD15を充分に充
電できない可能性がございます。

•	 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度5℃
～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）

•	 ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
•	 お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてく
ださい。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで
拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあ
ります。

•	 充電中や通信中に本製品およびHWD15、指定のACアダ
プタ（別売）、microUSBケーブル（別売）が温かくなること
がありますが、異常ではありません。

•	 ご使用にならないときは、本製品からHWD15、指定のAC
アダプタ（別売）、microUSBケーブル（別売）を外してくだ
さい。

•	 本製品にHWD15、指定のACアダプタ（別売）、microUSB	
ケーブル（別売）を接続した状態で持ち運んだり、本製品を
移動しないでください。

•	 本製品にHWD15を接続した状態で持ち運んだり、
HWD15を操作しないでください。

•	 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.）

•	 お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』
（本書）および『安全上のご注意』をよくお読みになり、正し
い使いかたをご指導ください。

■■免責事項について
•	 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、
第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過
失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害
に関して、当社は一切責任を負いません。

•	 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記
録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に
関して、当社は一切責任を負いません。

•	『取扱説明書』（本書）および『安全上のご注意』の記載内容
を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責
任を負いません。

•	 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせ
による誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責
任を負いません。

•	 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容な
どが変化または消失することがありますが、これらにより
生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いま
せん。

•	 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保
存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報
内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害
の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますの
であらかじめご了承ください。

※	当社とは、KDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）、華為技術日
本（株）およびHUAWEI	TECHNOLOGIES	CO.,	LTD.と
します。

取扱説明書 HWD15クレードル
（HWD15PUA）

■■ごあいさつ
このたびは、HWD15クレードル（HWD15PUA）（以
下、「本製品」または「クレードル」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『取扱説明書』（本書）、および『安全上のご
注意』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。
•	 本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラ
スト・画面とは異なる場合があります。

■■安全上のご注意
本製品をご利用になる前に、別紙の『安全上のご注意』
をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、本書の「故障とお考えになる
前に」（裏面）で症状をご確認ください。

■■本製品をご利用いただくにあたって
•	 本製品を使用するには、Wi-Fi	WALKER	WiMAX	2+	
HWD15（別売）（以下、「HWD15」と表記します）、指
定のACアダプタ（別売）、microUSBケーブル（別売）
が必要です。

•	 本製品は、HWD15を充電およびネットワークへ接
続するためのものです。それ以外の用途には使用し
ないでください。

•	 指定のACアダプタ（別売）を接続する際は、
電源用microUSBコネクタに対して指定のACア
ダプタ（別売）のコネクタが平行になるように抜き
差ししてください。

使用できる機器：Wi-Fi	WALKER	WiMAX	2+	HWD15
※	上記以外の機器に使用しないでください。

■■アフターサービスについて
●修理を依頼されるときは
修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまで
お問い合わせください。

保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定に
基づき修理いたします。

保証期間外 修理により使用できる場合はお客様のご要望
により、有償修理いたします。

●保証書について
保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」
などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大
切に保管してください。
●アフターサービスについて
アフターサービスについてご不明な点がございましたら、本
書裏面記載のお客さまセンターへお問い合わせください。

■■製品仕様
商品名 HWD15クレードル

（商品コード：HWD15PUA）
電源 DC	5V、2A
消費電力 1W
電源入力ポート microUSB	Type	B
Ethernetポート RJ-45	IEEE802.3

100Mbps/1000Mbps（自動判
別）全二重/半二重（自動判別）

データ通信 ルータ
モード

LTE/	WiMAX	2+/WiMAX/
Wi-Fi（WAN）、	
Ethernet/Wi-FI（LAN）

AP
モード

Ethernet（WAN）、
Wi-Fi（LAN）

LEDランプ Power（緑）、Ethernet（緑）
環境条件 周囲温度 5℃～35℃

周囲湿度 35％～85％（結露無きこと）
寸法 約75×58×22.5	mm	（ゴム足

除く）
質量 約49.5g

箱の中身をご確認ください

クレードル本体

安全上のご注意
／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）

■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松山1丁目2番1号安心ケータイサポートセンター　 0120-925-919■製造元　HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.■輸入元　華為技術日本株式会社

品   名 データ通信端末 周辺機器（注）商品名 HWD15クレードル（商品コード：HWD15PUA）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 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以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。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、KDDI （株）・沖縄セルラー電話（株）安心ケータイサポートセンター（右記）及び、auショップ、PiPit等にお問合せください。

・ 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。・ 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、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

製造番号※

（キリトリ線）

●● こ の『安 全 上 の ご 注 意』に は HWD15 ク レ ー ド ル（HWD15PUA）（以下、「本製品」と表記します）を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。●● 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。●● 各事項は以下の区分に分けて記載しています。■■表示の説明“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定されること”を示します。“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定されること”を示します。※1.●重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。※2.●軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。※3.●物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。■■図記号の説明行ってはいけない（禁止）内容を示しています。 水に濡らしてはいけない（禁止）内容を示しています。分解してはいけない（禁止）内容を示しています。 必ず実行していただく（強制）内容を示しています。濡れた手で扱ってはいけない（禁止）内容を示しています。 電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。本製品に使用するデータ通信端末（別売）、ACアダプタ（別売）、microUSBケーブル（別売）は必ず指定の機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。また、データ通信端末（別売）の内蔵電池からの漏液・発熱・破裂の原因となります。高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）での使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にデータ通信端末本体（別売）の電源を切り、充電を中止してください。ガスに引火するおそれがあります。電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入らないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品やデータ通信端末（別売）およびパソコンなどに不具合が生じても KDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）、華為技術日本（株）および HUAWEI●TECHNOLOGIES●CO.,●LTD.では一切の責任を負いかねます。必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。雷が鳴り出したら指定のACアダプタ（別売）の電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。発熱・火災・感電・電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちにACアダプタ（別売）、microUSBケーブル（別売）を抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理になります。接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。本製品が落下などによって破損し、機器内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをする場合があります。auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。長時間使用しない場合は、指定のACアダプタ（別売）の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感電・火災・故障の原因となります。

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。データ通信端末（別売）が外れたり、火災や故障の原因となります。外部から電源が供給されている状態のデータ通信端末（別売）・指定のACアダプタ（別売）に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。本製品を自動車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。本製品は室内の安定した場所での使用を前提としています。

安全上のご注意（必ずお読みください）

HWD15クレードル（HWD15PUA） 湿気の多い場所で使用しないでください。湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、有償修理となります。本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、指定のACアダプタ（別売）やmicroUSBケーブル（別売）を、パソコンおよびコンセントから抜き、接続しているデータ通信端末（別売）を取り外し、本製品が熱くないことを確認してください。その後auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

取扱説明書（本書）

周辺機器のご紹介

•	 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）
•	 共通ACアダプタ05（0501PWA）（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。

※	ポータブル充電器02（別売）では、HWD15を充分に充
電できない可能性がございます。

•	 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度5℃
～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）

•	 ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
•	 お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてく
ださい。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで
拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりすることがあ
ります。

•	 充電中や通信中に本製品およびHWD15、指定のACアダ
プタ（別売）、microUSBケーブル（別売）が温かくなること
がありますが、異常ではありません。

•	 ご使用にならないときは、本製品からHWD15、指定のAC
アダプタ（別売）、microUSBケーブル（別売）を外してくだ
さい。

•	 本製品にHWD15、指定のACアダプタ（別売）、microUSB	
ケーブル（別売）を接続した状態で持ち運んだり、本製品を
移動しないでください。

•	 本製品にHWD15を接続した状態で持ち運んだり、
HWD15を操作しないでください。

•	 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.）

•	 お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』
（本書）および『安全上のご注意』をよくお読みになり、正し
い使いかたをご指導ください。

■■免責事項について
•	 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、
第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過
失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害
に関して、当社は一切責任を負いません。

•	 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記
録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に
関して、当社は一切責任を負いません。

•	『取扱説明書』（本書）および『安全上のご注意』の記載内容
を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責
任を負いません。

•	 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせ
による誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責
任を負いません。

•	 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容な
どが変化または消失することがありますが、これらにより
生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いま
せん。

•	 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保
存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報
内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害
の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますの
であらかじめご了承ください。

※	当社とは、KDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）、華為技術日
本（株）およびHUAWEI	TECHNOLOGIES	CO.,	LTD.と
します。

本製品は、HWD15を充電しながら、LAN接続や
インターネット接続をすることができます。

Ethernet

ブロードバンド
ルータなど

または
無線 LAN

internet

LTE/WiMAX 2+/
WiMAX/
Wi-Fi スポット

充電時間
約180分

※	充電時間は、ネットワーク接続中などご
使用状況により異なります。

① ⑤④② ③

■正面 ■背面

① 充電用microUSBコネクタ
② Ethernetランプ	［緑色]
点灯：LANケーブル接続中	
消灯：LANケーブル未接続	
点滅：データ通信中

③ 電源ランプ	［緑色]
点灯：電源接続中	
消灯：電源未接続

④ Ethernetポート
⑤ 電源用microUSBコネクタ

クレードルでできること 各部の名称と機能

本製品は、HWD15を充電しながら、LAN接続や
インターネット接続をすることができます。

Ethernet

ブロードバンド
ルータなど

または
無線 LAN

internet

LTE/WiMAX 2+/
WiMAX/
Wi-Fi スポット

充電時間
約170分

※	充電時間は、ネットワーク接続中などご
使用状況により異なります。

① ⑤④② ③

■正面 ■背面

① 充電用microUSBコネクタ
② Ethernetランプ	［緑色]
点灯：LANケーブル接続中	
消灯：LANケーブル未接続	
点滅：データ通信中

③ 電源ランプ	［緑色]
点灯：電源接続中	
消灯：電源未接続

④ Ethernetポート
⑤ 電源用microUSBコネクタ

クレードルでできること 各部の名称と機能



ここでは、HWD15付属のACアダプタ／microUSBケーブル（HWD14PQA)を使って接続する方法を説明します。接続には対応する充
電機器をご用意ください。
1.■microUSBケーブルを本製品の電源用microUSBコネクタに接続する
2.■microUSBケーブルにACアダプタを接続する
3.■AC100Vコンセントに差し込む
電源ランプが点灯します。

4.■本製品の充電用microUSBコネクタにHWD15を接続する

2

3
1

microUSBコネクタの向きに注意して接続し
てください。

4

HWD15の外部接続端子を下にして充電用microUSBコ
ネクタに対しまっすぐに接続してください。取り外す際
も、充電用microUSBコネクタに対しまっすぐに取り外し
てください。誤った向きで抜き差しすると、破損の原因に
なります。

あらかじめ本製品またはHWD15のWi-Fi■WALKER■WiMAX■2＋設定ツールでクレードルモード設定を「APモード」に設定してください。また、接続先のパソコンや通信機器でイ
ンターネット接続の設定を行ってください。

「APモード」では、ブロードバンドルータなどと本製品をLANケーブルで接続して、HWD15と無線LANで接続している機器からインターネッ
トに接続することができます。下図を参考に、番号の順序で機器を接続してください。	「APモード」で接続すると、HWD15のディスプレイに	
	が表示されます。

ブロードバンド
ルーターなど

LANケーブル（市販品）

電源オン1

2

4 5

3 6

	

internet

Ethernet 無線 LAN

接続イメージ

LAN

※

※：	 HWD15の画面は、本製品に接続すると自動的に横画面で表示されます。HWD15『取扱説明書	詳細版』の「クレードル（別売）接続時のタッチメニュー（横画面）を操作する」	
（▶P.85）を参照してください。

あらかじめ本製品またはHWD15のWi-Fi■WALKER■WiMAX■2＋設定ツールでクレードルモード設定を「ルータモード」に設定してください。

「ルータモード」では、本製品とLANケーブルで接続されているパソコンから、HWD15のLTE／WiMAX	2+／WiMAX／Wi-Fiスポッ
ト回線を使用してネットワークに接続することができます。下図を参考に、番号の順序で機器を接続してください。

LANケーブル
（市販品）

電源オン 54

3 6

1

2

	

Ethernet

無線 LAN

接続イメージ

LAN

※
LTE/WiMAX 2+/
WiMAX/
Wi-Fi スポット

※：	 HWD15の画面は、本製品に接続すると自動的に横画面で表示されます。HWD15『取扱説明書	詳細版』の「クレードル（別売）接続時のタッチメニュー（横画面）を操作する」	
（▶P.85）を参照してください。

HWD15を接続する 「APモード」で使用する（ブロードバンド回線に接続する場合）

■■インターネットに接続できない。
•	 HWD15の電源が入っていることを確認してください。
•	 HWD15の無線LAN設定を確認してください。

■■Wi-Fi■WALKER■WiMAX■2+設定ツールを表示できない。

•	 HWD15の電源が入っていることを確認してください。
•	 HWD15を一度取り外し、再度接続してください。
•	無線LAN端末の無線LAN機能がオンになっていることを確認してください。
•	 HWD15の『取扱説明書』を参照して、SSIDやブラウザに入力したアドレスが正しい
か確認してください。

故障とお考えになる前に

総合・料金・操作方法について（通話料無料）

一般電話からは au電話からは

局番なしの157番0077-7-111

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて（通話料無料）

一般電話からは au電話からは

局番なしの113番0077-7-113
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。

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

受付時間　9:00～20:00（年中無休） 受付時間　24時間（年中無休）

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

お客さまセンター

（無料）

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）

お問い合わせ先番号

				、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マークは省略している場合があります。

「ルータモード」で使用する（LTE/WiMAX■2+/WiMAX/Wi-Fiスポット回線を使用する場合）

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再
利用します。お近くのauショップへお持ちください。

この取扱説明書は大豆油インキで
印刷しています。
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発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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