
取扱説明書 DATA08Wドック
（HWD08PUA）

■■ごあいさつ
このたびは、DATA08Wドック（以下、「本製品」または
「DATA08Wドック」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』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。

■■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	DATA08W	
（以下、「DATA08W」と表記します）（別売）、ACア
ダプタ（別売）、microUSBケーブル01（別売）が必
要です。なお、共通ACアダプタ03は、microUSB
ケーブル01とACアダプタで構成されております
ので、共通ACアダプタ03をご購入いただければ
microUSBケーブル01もご利用いただけます。

•	 本製品は、DATA08W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。

使用できる機器：Wi-Fi	WALKER	DATA08W
※	上記以外の機器に使用しないでください。

※	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。

■■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 DATA08Wドック

（商品コード：HWD08PUA）
電源 DC	5V、1A
消費電力 5W
電源入力ポート microUSB	Type	B
Ethernetポート RJ-45	IEEE802.3

10Mbps/100Mbps（自動判別）
全二重/半二重（自動判別）

データ通信 LAN
モード

WiMAX/3G（WAN）、
Ethernet/ＷLAN（LAN）

Internet
モード

Ethernet（WAN）、
ＷLAN（LAN）

LEDランプ Power（緑）、Internet（緑）、
LAN（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 86×76×25	mm（ゴム足除く）
質量 約80g

■■本製品を使用するには、DATA08Wのソフトウェアバージョンが「02.00.00」以上である必要があ
ります。
ソフトウェアバージョンの確認は以下の手順で行ってください。

1.■DATA08WとパソコンをmicroUSBケーブル01（別売）で接続する
※	初めてパソコンと接続した場合、USBドライバのインストールが開始されます。

2.■デスクトップに表示される「DATA08W setting tool」を起動する
※	無線LANでパソコンと接続して、Webブラウザを使用して設定画面を表示することもできます。操作方法の詳細
は、DATA08Wの取扱説明書を参照してください。

3.■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

4.■サブメニューから「システム設定」→「バージョン」の順に選択する
ソフトウェアバージョンが「02.00.00」未満の場合は、ソフトウェアアップデート（オンラインアップ
デート）を行ってください。

•	 ソフトウェアアップデートの詳細は、DATA08Wの取扱説明書を参照してください。
•	 共通ACアダプタ03は、microUSBケーブル01とACアダプタで構成されておりますので、共通ACアダプタ03を
ご購入いただければmicroUSBケーブル01もご利用いただけます。

•	 オンラインアップデートを実行する場合、インターネットに接続されていることを確認してください。

DATA08Wのソフトウェアバージョンをご確認ください

箱の中身をご確認ください

DATA08Wドック本体

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
沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号

お客さまセンター　  0077-7-113
■製造元　HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
■輸入元　華為技術日本株式会社

品   名 データ通信端末ドック　本体 （注）

商品名 DATA08Wドック
（商品コード：HWD08PUA）

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）お客さまセン
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。

（キリトリ線）

●● この「安全上のご注意」には本製品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、使用者が傷害※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、または治療に入院や長期の通院を要
するものを指します。

※2.●傷害：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
（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01（別売）は必ず指定の機
器をご使用ください。発熱・発火・故障の原因となりま
す。また、データ通信端末（別売）の電池パックからの漏
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、炎天下な
ど）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故
障・火災・傷害の原因となります。
電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。
発火・破裂・故障・火災の原因となります。

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
部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の
原因となる場合があります。
指定のACアダプタ（別売）をコンセントに差し込む場合
やmicroUSBケーブル 01（別売）を接続する場合、電
源プラグや接続端子に金属製のストラップやアクセサ
リーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・
故障の原因となります。
分解や改造、お客様による修理などをしないでくださ
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・漏液・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。
水など液体をかけないでください。また、水などが直接
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。感電や
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01（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。
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。
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。
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り破損し、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
損部でけがをすることがあります。auショップもしく
はお客さま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ください。感電・火
災・故障の原因となります。
指定のACアダプタ（別売）の電源コードを傷つけたり、
加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せ
たりしないでください。また、傷んだコードは使用しない
でください。感電・ショート・火災の原因となります。

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。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。

安全上のご注意（必ずお読みください）

DATA08Wドック
（HWD08PUA）

布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。火
災・故障の原因となります。

データ通信端末（別売）から電池パックを外した状態で
本製品にセットしないでください。発火・感電の原因と
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。
乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って
飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があり
ます。
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、修理ができませ
ん。
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。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしな
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。

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）

•	 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では、DATA08Wを充分に充電で
きない可能性がございます。

•	 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ACアダプタのコネクタが
平行になるように抜き差ししてください。

•	 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。
•	 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・
シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変
質するおそれがありますので、使用しないでください。

•	 充電中や通信中に本製品およびDATA08W（別売）、ACア
ダプタ（別売）、microUSBケーブル01（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DATA08W（別売）、
ACアダプタ（別売）、microUSBケーブル01（別売）を外
してください。

•	 本製品にDATA08W（別売）、ACアダプタ（別売）、	
microUSBケーブル01（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DATA08W（別売）を接続した状態で持ち運んだ
り、DATA08W（別売）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』
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』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。

取扱説明書 DATA08Wドック
（HWD08PUA）

■■ごあいさつ
このたびは、DATA08Wドック（以下、「本製品」または
「DATA08Wドック」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』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。

■■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	DATA08W	
（以下、「DATA08W」と表記します）（別売）、ACア
ダプタ（別売）、microUSBケーブル01（別売）が必
要です。なお、共通ACアダプタ03は、microUSB
ケーブル01とACアダプタで構成されております
ので、共通ACアダプタ03をご購入いただければ
microUSBケーブル01もご利用いただけます。

•	 本製品は、DATA08W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。

使用できる機器：Wi-Fi	WALKER	DATA08W
※	上記以外の機器に使用しないでください。

※	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。

■■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 DATA08Wドック

（商品コード：HWD08PUA）
電源 DC	5V、1A
消費電力 5W
電源入力ポート microUSB	Type	B
Ethernetポート RJ-45	IEEE802.3

10Mbps/100Mbps（自動判別）
全二重/半二重（自動判別）

データ通信 LAN
モード

WiMAX/3G（WAN）、
Ethernet/ＷLAN（LAN）

Internet
モード

Ethernet（WAN）、
ＷLAN（LAN）

LEDランプ Power（緑）、Internet（緑）、
LAN（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 86×76×25	mm（ゴム足除く）
質量 約80g

■■本製品を使用するには、DATA08Wのソフトウェアバージョンが「02.00.00」以上である必要があ
ります。
ソフトウェアバージョンの確認は以下の手順で行ってください。

1.■DATA08WとパソコンをmicroUSBケーブル01（別売）で接続する
※	初めてパソコンと接続した場合、USBドライバのインストールが開始されます。

2.■デスクトップに表示される「DATA08W setting tool」を起動する
※	無線LANでパソコンと接続して、Webブラウザを使用して設定画面を表示することもできます。操作方法の詳細
は、DATA08Wの取扱説明書を参照してください。

3.■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

4.■サブメニューから「システム設定」→「バージョン」の順に選択する
ソフトウェアバージョンが「02.00.00」未満の場合は、ソフトウェアアップデート（オンラインアップ
デート）を行ってください。

•	 ソフトウェアアップデートの詳細は、DATA08Wの取扱説明書を参照してください。
•	 共通ACアダプタ03は、microUSBケーブル01とACアダプタで構成されておりますので、共通ACアダプタ03を
ご購入いただければmicroUSBケーブル01もご利用いただけます。

•	 オンラインアップデートを実行する場合、インターネットに接続されていることを確認してください。

DATA08Wのソフトウェアバージョンをご確認ください

箱の中身をご確認ください

DATA08Wドック本体

安全上のご注意
／保証書

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）

•	 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では、DATA08Wを充分に充電で
きない可能性がございます。

•	 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ACアダプタのコネクタが
平行になるように抜き差ししてください。

•	 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。
•	 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・
シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変
質するおそれがありますので、使用しないでください。

•	 充電中や通信中に本製品およびDATA08W（別売）、ACア
ダプタ（別売）、microUSBケーブル01（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DATA08W（別売）、
ACアダプタ（別売）、microUSBケーブル01（別売）を外
してください。

•	 本製品にDATA08W（別売）、ACアダプタ（別売）、	
microUSBケーブル01（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DATA08W（別売）を接続した状態で持ち運んだ
り、DATA08W（別売）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』
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』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。

DATA08W	Dock	【UG】					H172×W380mm	



本製品は、DATA08W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。

WiMAX/3G

Ethernet

ADSL/
FTTH

※LANモードでの例

無線 LAN
internet

充電時間
約280分

※	microUSBケーブル01（別売）で、	
DATA08Wドックとパソコン等と接続
しても充電できません。必ずACアダプ
タ（別売）をご使用ください。

※	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 ⑦⑤ ⑥

②

③ ④

■正面 ■背面

① DATA08W接続用コネクタ
② 電源ランプ	［緑色]
（点灯：電源オン／点滅：起動中）

③ Internetモードランプ	［緑色]
（点灯：Internetモード接続時／点滅：設定中※1、通信中）

④ LANモードランプ	［緑色]
（点灯：LANモード接続時／点滅※1：設定中、通信中）

⑤ 電源用microUSBコネクタ
⑥ Ethernetポート※2

⑦ モード切替スイッチ	※2
LAN側（LANモード）／ Internet側（Internetモード）

※1：	Internetモードの場合、LANケーブルを接続した直後に
InternetモードランプとLANモードランプが同時に数回点
滅した後、Internetモードランプだけ点灯します。

※2：	モード切替スイッチの操作は、必ずLANケーブルおよび
DATA08Wを外した状態で行ってください。

DATA08Wドックでできること

各部の名称と機能

ここでは、別売の共通ACアダプタ03を使って接続する方法を説明します。
共通ACアダプタ03は、microUSBケーブル01とACアダプタで構成されておりますので、共通ACアダプタ
03をご購入いただければmicroUSBケーブル01もご利用いただけます。
1.■microUSBケーブル01（別売）を本製品の電源用microUSBコネクタに接続する
2.■microUSBケーブル01（別売）にACアダプタ（別売）を接続する
3.■AC100Vコンセントに差し込む
電源ランプが数回点滅した後、点灯します。

4.■本製品のDATA08W接続用コネクタにDATA08W（別売）を接続する

2

3 1

DATA08WのmicroUSBコネクタを下にして垂直に接続
してください。取り外す際も、垂直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。

microUSBコネクタの向きに注意して接続し
てください。

4

あらかじめDATA08Wで無線LAN接続の設定、および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。

「Internetモード」では、本製品をブロードバンドルータなどとLANケーブルで接続して、DATA08W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。機器を接続する前にモード切替スイッチが
「Internet」側になっていることを確認してから、下図を参考に、番号の順序で機器を接続してください。

12

4

53

internet

Ethernet

ADSL/FTTH

無線 LAN
7 6

電源オン

LANケーブル（市販品）

接続イメージ

モード切替スイッチの操作は、必ずLANケーブルを抜いて、
DATA08Wを一度取り外してから行ってください。

LAN

※1

※2

※1：	DATA08Wの電池が消耗して電源がオンにならない場合は、電源をオンにできる状態までDATA08Wを充電してからLANケーブルを接続
してください。

※2：	DATA08Wの画面は、DATA08Wドックに接続すると自動的に左に90°回転した状態で表示されます。

あらかじめDATA08Wで無線LAN接続の設定を行ってください。

「LANモード」では、本製品と有線で接続されているパソコンから、DATA08WのWiMAX/3G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。機器を接続する前にモード切替スイッチが「LAN」側になって
いることを確認してから、下図を参考に、番号の順序で機器を接続してください。

12

4

53

WiMAX/3G

Ethernet

無線 LAN
7 6

電源オン
LANケーブル
（市販品）

モード切替スイッチの操作は、必ずLANケーブルを抜いて、
DATA08Wを一度取り外してから行ってください。

接続イメージ

LAN

※1

※2

※1：	DATA08Wの電池が消耗して電源がオンにならない場合は、電源をオンにできる状態までDATA08Wを充電してからLANケーブルを接続
してください。

※2：	DATA08Wの画面は、DATA08Wドックに接続すると自動的に左に90°回転した状態で表示されます。

DATA08Wを接続する Internetモードで使用する（ADSLや光回線に接続する場合）

LANモードで使用する（WiMAX/3G回線を使用する場合）

■■インターネットに接続できない。
•	 DATA08Wの電源がオンになっているか確認してください。
•	 DATA08Wの無線LAN設定を確認してください。

■■DATA08Wに「IP■conflict■auto-fixing」または
「Error■1」と表示される。
•	 DATA08Wを一度取り外し、再度接続してください。
•	 DATA08Wの無線LAN設定を確認してください。

■■ Internet モードランプと■LANモードランプが同時
に30秒以上点滅する

•	 正しいモードの接続がされているかを確認してください。

■■DATA08W設定ツールを表示できない。
•	 DATA08Wの電源がオンになっているか確認してください。
•	 DATA08Wを一度取り外し、再度接続してください。
•	 DATA08W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

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。

総合・料金について（通話料無料）

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR
AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

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・故障・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。（無料）

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

2012年1月第1版

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
輸入元：華為技術日本（株）

お問い合わせ先番号■お客さまセンター

					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。
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