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このたびは、「801HW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●		801HW	をご利用の前に、「クイックスタート（本書）」、「お願いとご注意」および「オンラインマニュアル」をご
覧になり、正しくお取り扱いください。

●		オンラインマニュアルは、ワイモバイルのホームページ（https://ymobile.jp/s/HwSIR）からご確認ください。
801HWは、4G／ LTE／ 3G方式に対応しております。ただし3G方式は、海外でのご利用時のみ接続が可能です。
4Gは、第3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声
明に基づきサービス名称として使用しています。
ご注意
・	 	本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
・	 	本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
・	 	本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、
お問い合わせ先までご連絡ください。

・	 	本書では基本的にパソコン版のWEB	UI	での操作方法を説明しています。

お買い上げ品の確認
お買い上げ品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。万一、不
足していた場合には、お問い合わせ先までご連絡ください。
■■ 801HW（本体） ■■無線 LAN初期設定シール

SSID A:XXXHWa-XXXXXX

WPA KEY:XXXXXXXa

WEP KEY:XXXXb

SSID B:XXXHWb-XXXXXX

■■ クイックスタート（本書）
■■お願いとご注意

•	付属品は大切に保管してください。

各部の名称と機能

1	USIMカードスロット
2	USIMカードスロットカバー
3	外部接続端子
	 	USB	Type-C ケーブル（別売）およびACアダプ
タ（別売）を接続します。

4	リセットボタン
	 	先端が細いもので5秒以上押して、本機をお買い
上げ時の状態に戻します。

5		ディスプレイ
6	電源ボタン
	 	電源の入／切やディスプレイの消灯／点灯など
の操作ができます。

•	本機の操作をしばらく行わなかったときは、ディスプレイが自動的に消灯します。ディスプレ
イを点灯させるには、電源ボタンを押してください。
•	無線 LAN端末の接続数が0になり、ディスプレイが消灯した状態から5分経過すると、本機
がスリープモードになり、無線LAN機能がオフになります。無線LAN端末を再度接続する場
合は、電源ボタンを押すと無線LAN機能がオンになります。
•	リセットボタンについて
	- リセットボタンを押すときは、電源を入れた状態で行ってください。
	- リセットボタンを押すときは、けがなどにご注意ください。
	- リセットボタンを強く押さないでください。破損の原因となります。
	- 先端がとがったものを使用しないでください。破損の原因となります。
	- ペンや鉛筆などを使用すると、インクなどによりリセットボタンが汚損する場合があります。
ご注意ください。
	- リセットボタン以外に、WEB	UI からもお買い上げ時の状態に戻すことができます。詳しく
は、オンラインマニュアルを参照してください。

801HWでできること
さまざまな無線 LAN対応機器をワイヤレスで接続して、インターネットを楽しむことがで
きるモバイルWi-Fi ルーターです。

●4G／LTE／3G
4G／LTE／3G回線でイン
ターネットに接続します。
●Wi-Fi
自宅や会社の無線LAN
ルーターや、ソフトバン
クWi-Fiスポットなどの
公衆無線LANサービス
と接続して、インター
ネットに接続します。

インターネット接続 無線LAN接続

●パソコンと接続
（USB接続も可能）

●ゲーム機などと接続

●スマートフォンなど
と接続

•	無線 LAN端末は最大16台接続できます。	 	
無線 LAN接続について詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。
•	無線 LAN	接続は、IEEE802.11 a/b/g/n/ac の無線 LAN規格に対応しています。
•	IEEE802.11b/g/n の無線 LAN機器やBluetooth 機器は同一の2.4GHz 帯を使用していま
す。本機の近くで無線 LAN機器やBluetooth 機器が利用されている場合は、電波干渉により
通信速度が低下することがあります。
•	Wi-Fi スポット機能※またはマルチSSID 機能をオンにしている場合、接続している無線 LAN	
端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。
※		自宅／会社の無線 LANルーターや公衆無線 LANサービスにWi-Fi で接続する機能を、Wi-Fi スポッ
ト機能といいます。

USIMカードを取り付ける
本機をご利用になるお客様にワイモバイルから貸与されている IC カードのことをUSIM
カードといい、お客様の電話番号などの情報が記録されています。本機を使用するためには
USIMカードを取り付けてください。
•	必ず電源を切った状態で行ってください。

a ディスプレイ面を上にして、USIM カードスロッ
トカバーを開ける
USIMカードスロットカバーの○部に爪をいれ、USIM
カードスロットカバーを開けます。
爪を傷つけないようにご注意ください。

b USIM カードの IC 部分を上にして、
カチッと音がするまで挿入する
切り欠きの向きに注意してください。
USIMカードの取り付け／取り外しのと
きは、IC 部分に触れたり、傷つけたりし
ないようにご注意ください。 IC部分

切り欠き

c USIM カードスロットカバーを閉じる
USIMカードスロットカバーを閉じる際は、○部分を
しっかり押して、全体に浮きがないことを確認してく
ださい。

充電する
お買い上げ時、本機は十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電し
てからお使いください。

■■ ■パソコンと接続して充電する ■■ ■ACアダプタ（別売）で充電する

USB	Type-C ケーブル（別売）の Type-C
プラグを本機の外部接続端子に、USBプラ
グをパソコンのUSBポートに接続します。

ACアダプタ（別売）の Type-C プラグを本
機の外部接続端子に、電源プラグを家庭用
ACコンセントに差し込みます。

•	本機の充電には、本機に対応しているUSB	Type-C ケーブル（別売）、またはACアダプタ（別
売）以外はご使用にならないでください。故障の原因となります。
•	本機に対応している充電用機器（別売）については、ワイモバイルのホームページ（http://
www.ymobile.jp/）にてご確認ください。
•	USB	Type-C ケーブル（別売）、またはACアダプタ（別売）の取扱説明書も参照してください。

電源を入れる／切る
お買い上げ時、本機は十分に充電されていません。初めてお使いになるときは、必ず充電し
てからお使いください。

•	初めて電源を入れロックを解除したときは、「ようこそ！」の画面（かんたん設定）が表示さ
れます。「次へ」をタップすると本機のWi-Fi 名とパスワード（セキュリティーキー）の確認や
画面ロック解除時のパスコードの設定について確認することができます。

■■ 電源を入れる

■■電源を切る

a 電源ボタンを長押しする（２秒以上）

a 電源ボタンを長押しする（2 秒以上）
電源が入るとネットワークを検索し、イ
ンターネットに接続されます。詳しくは、
オンラインマニュアルを参照してくださ
い。

b 上下のどちらかにドラッグ

ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。ロック画
面には時計が表示されています。表示されている日付や
時間は、接続しているネットワークから取得しています。
日付や時間をお客様ご自身で変更することはできません。

ホーム画面について
ホーム画面には以下の情報が表示されます。
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1		 ネットワークの受信レベル
•	 モバイルネットワーク

（強）⇔	 （弱）⇔	 （圏外）
：ローミング中

•	 Wi-Fi スポット
（強）⇔	 （弱）

2		 ネットワークの種類
	 ／ ／ ：
現在接続しているネットワーク名

		 ネットワークモード
：標準モード
：アドバンスモード

4		 ネットワークオペレーター表示
現在接続しているネットワークオペレーター名

5		 インターネット接続状態表示
	 ：インターネット接続中
	 ：インターネット未接続

6		 電池残量表示
（多い）⇔	 （少ない）
：電池残量がほとんど残っていない（要充電）
：充電中

		 タッチメニューアイコン
タップすると各種機能を利用できます。

		 ページインジケータ
2ページあるホーム画面のうち、現在どちら
のページを表示中かを示します。画面をフリッ
クすると、次のページが表示されます。

		 ソフトウェア更新
：最新のソフトウェア更新通知あり
：ソフトウェアダウンロード中

		 ご利用データ量
：ご利用データ量が、通信速度の低速化が開始
される値に近づいた場合に表示されます。
：ご利用データ量が規定の値になり、通信速度
の低速化が開始された場合に表示されます。
：お客様のお申し込みにより、通信速度の低速
化が解除された場合に表示されます。※1

	 	 お知らせ※1、2
：未読お知らせあり

※1	 ステータスバーにのみ表示されます。
※2	 	ご利用データ量のアイコンが表示されて

いる場合は、お知らせのアイコンは表示
されません。

■■ タッチメニューアイコンについて
タッチメニューアイコンをタップすることで、各種機能の設定や本機の情報を確認すること
ができます。

項目 内容
データ通信量 モバイルネットワークのデータ通信量の確認や、最大通信量、自動リセット日

の設定などができます。
接続数※1 接続中の機器を確認できます。
お知らせ 受信したお知らせの確認や削除ができます。未読のお知らせがある場合、件数

が表示されます。※2
かんたん設定 本機のWi-Fi 名とパスワード（セキュリティーキー）の確認や画面ロック解除

時のパスコードの設定について確認することができます。
Wi-Fi 名 本機のWi-Fi 名とパスワード（セキュリティーキー）の確認や設定ができます。
設定 ホーム画面のアイコンの入れ替え、ネットワークモード、ローミング、画面ロッ

ク解除時のパスコード、ディスプレイの明るさ、スリープ設定、Wi-Fi 通信規格、
USB通信規格、言語／時間の表示、ソフトウェアの更新、通知アイコンの消去、
Wi-Fi 名のコピー、高速起動、WEB	UI のURLの確認などの各種設定ができます。

省電力設定 省電力設定のオン／オフを設定できます。
WPS WPS接続を設定できます。
端末情報 本機のソフトウェアバージョンや認証情報などを確認できます。
Wi-Fi スポット 自宅／会社の無線 LANルーターやソフトバンクWi-Fi スポットへの接続や設定

ができます。
ヘルプ 本機に表示される各種アイコンについて確認できます。
データ量設定 ご利用データ量が、通信速度の低速化が開始される値に近づいた場合、または

通信速度の低速化が開始された場合にアイコンが表示されます。通常速度に戻
すお申し込みや通常速度を維持する予約または予約の取り消しができます。

※1		画面ロック中は上部に （Wi-Fi通信規格（2.4G／5G）／接続数アイコン）が表示されます。
※2		画面ロック中は上部に （未読お知らせありアイコン）が表示されます。

•	各種機能の設定や本機の情報の確認画面で をタップすると前の画面へ、 をタップすると
ホーム画面に戻ります。
•	タッチメニューアイコンについて詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。

お問い合わせ先一覧
お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
ワイモバイル■カスタマーセンター
•	 	お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番号と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお
決めいただいた4桁の番号）が必要になります。

•	 	ウェブサイト：https://ymobile.jp
■  総合窓口（受付時間：午前 9 時から午後 8 時まで）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから　151（通話料有料）
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから　0570-039-151（通話料有料）

■ 各種お手続き（受付時間：24 時間）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから　116（通話料無料）
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから　0120-921-156（通話料無料）

■  海外から（受付時間：午前 9 時から午後 8 時まで（日本時間））
+81-4-4382-0800（通話料有料）

	● 発売元（保証責任、保証履行）：ソフトバンク株式会社　製造元：HUAWEI	TECHNOLOGIES	CO.,	LTD.



Wi-Fi 名とパスワード（セキュリティーキー）について
本機のWi-Fi 名（ネットワーク名）とパスワード（セキュリティーキー：WPAキーまたは
WEPキー）の設定は、ホーム画面から確認することができます。
a ホーム画面で「Wi-Fi 名」をタップする

接続用のQRコード、Wi-Fi 名とパスワード（セ
キュリティーキー）が表示されます。
※	QRコードでの接続方法は「QRコードを利
用して接続する」を参照してください。

※	 	本機には、２種類のWi-Fi 名が設定されていま
す。それぞれの無線 LAN設定の認証方式が違
いますので、ご利用になる無線 LAN端末に合
わせてWi-Fi 名を選択してください。

•	Wi-Fi 名とパスワード（セキュリティーキー）
の工場出荷時の設定は同梱の無線 LAN初期
設定シールで確認することもできます。
•	Wi-Fi 名とパスワード（セキュリティーキー）
を変更した場合は、変更後のWi-Fi 名とパス
ワード（セキュリティーキー）が表示されます。
•	お買い上げ時、マルチSSID機能（SSID	B）
は、オフに設定されています。

■■ Wi-Fi 設定コピー機能を利用する
これまで利用していたWi-Fi ルーターに代わって本機をご使用になる場合は、そのSSIDと
パスワードを本機に引き継ぐことができます。
※	 	これまで利用していたWi-Fi ルーターにWPS機能が搭載されている場合のみ、利用できます。また、
Wi-Fi ルーターの設定によっては、引き継げないことがあります。

a ホーム画面で「設定」→「Wi-Fi 名をコ
ピー」→「コピーする」をタップする

b これまで利用していた Wi-Fi ルーターの
WPS メニューをタップ→接続ボタンを
タップする

c コピーするかどうかの確認画面で「はい」
をタップする
コピーが開始されます。

d コピー完了画面で「OK」をタップする

ドライバをインストールする
本機とパソコンをUSB	Type-C ケーブル（別売）で接続してデータ通信を行う場合、デバイ
スドライバのインストールが必要です。本機をパソコンに初めて接続したときは、自動的に
デバイスドライバがインストールされます。

•	インストール中に本機を取り外さないでください。インストールが正常に行われない、パソコ
ンがシャットダウンするなどの異常を起こすおそれがあります。
•	ドライバのインストール完了時にパソコンを再起動するメッセージが表示された場合は、パソ
コンを再起動してください。
•	管理者権限（Administrator）でログインしてください。管理者権限の確認方法はオンライン
マニュアルの「故障とお考えになる前に」を参照してください。

WEB■UI を使う
WEB	UI では、本機に無線 LAN接続したパソコンやモバイル機器から、本機の各種機能を
設定できます。

a パソコンまたは無線 LAN 端末を起動し、
本機と無線 LAN 接続する

b Web ブラウザを起動→アドレス入力欄
に「http://web.setting」と入力

c WEB UI のホーム画面右上の「ログイン」
→パスワードを入力→「ログイン」
お買い上げ時、パスワードには「admin」が
設定されています。

d WEB UI のメニューで「設定」→各種設
定を行う

•	WEB	UI について詳しくは、オンラインマニュアルを参照してください。
•	パソコンと本機をUSB	Type-C ケーブル（別売）で接続してもWEB	UI を利用できます。
•	本機のディスプレイを操作中は、WEB	UI にログインできません。

無線LAN機能をONにする
本機とパソコンやゲーム機などの無線 LAN端末を接続し、データ通信を行えます。
無線 LAN接続するには、Wi-Fi 名（ネットワーク名）とパスワード（セキュリティーキー：
WPAキーまたはWEPキー）が必要です。
本機のWi-Fi 名とパスワード（セキュリティーキー）の確認方法について詳しくは、「Wi-Fi
名とパスワード（セキュリティーキー）について」を参照してください。

•	Wi-Fi名やパスワード（セキュリティーキー）を変更した場合は、設定しているWi-Fi名、パスワー
ド（セキュリティーキー）を利用してください。
•	本機のホーム画面で「Wi-Fi 名」を選択し、現在のWi-Fi 名とパスワード（セキュリティー
キー）を表示することができます。マルチSSID 機能（SSID	B）がONの場合は、SSID	A
と SSID	B のWi-Fi 名／パスワード（セキュリティーキー）が一覧表示されます。Wi-Fi 名と
パスワード（セキュリティーキー）を表示しないように設定することもできます。詳しくは、
オンラインマニュアルの「LAN	Wi-Fi の詳細設定を行う」を参照してください。
•	本機の工場出荷時状態におけるWi-Fi 名は、「801HWa-」または「801HWb-」で始まる英
数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信さ
れてくる無線 LAN電波ですので接続しないようご注意ください。

■■ 無線 LAN機能をONにするには
本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN機能がONになり
ます。本体ディスプレイに	 	が表示されていることを確認します。
無線LAN端末の接続数が0になり、ディスプレイが消灯した状態から5分経過すると、本機
がスリープモードになり、無線LAN機能がOFFになります（工場出荷状態）。スリープモー
ドを解除し、無線LAN端末を再度接続する場合は、電源ボタンを押すと無線LAN機能がON
になります。無線LAN機能がONになると、「接続数」アイコンが「OFF」から「0」になります。

電源ボタン

インターネット接続状態

無線LAN接続数

•	無線 LAN機能がOFFになるまでの時間は本機の「設定」の「スリープ設定」で変更ができま
す。詳しくは、オンラインマニュアルの「スリープモードを設定する」を参照してください。
•	一部の無線 LAN端末には、無線 LAN接続後一定時間データ通信が行われないと、無線 LAN
接続を切断する機能が搭載されています。その機能を搭載した無線 LAN端末を本機に接続し
ているとき、無線 LAN端末の機能によって無線 LAN接続が切断され、その後本機がスリー
プモードになることがあります。
•	通信の安全性を高めるために、認証方式はWPA/WPA2-PSKに設定することをおすすめし
ます。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない場合がありますのでご注意く
ださい。
•	本書に記載している以外のOSバージョンの接続について詳しくは、オンラインマニュアルを
参照してください。

Windowsパソコンを接続する（Windows■10の場合）
画面表示や手順は、無線 LAN設定の認証方式が「WPA2-PSK」で「Wi-Fi 名（SSID	A）」
に接続する場合を例にして説明しています。
a パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
b 画面の右下にあるタスクバーからアク

ションセンターをクリックして、イン
ターネットアクセスを選択する

c 本機の Wi-Fi 名（801HWa-XXXXXX）
を選択→「接続」

d 本機のパスワード（セキュリティーキー）
を入力→「次へ」

無線 LAN接続に成功すると、本体ディスプレ
イの無線 LAN接続数が1つ増えます。

e 手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の
Wi-Fi 名が接続されていることを確認する
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Macを接続する（Mac■OS■X■10.14の場合）
画面表示や手順は、無線 LAN設定の認証方式が「WPA2-PSK」で「Wi-Fi 名（SSID	A）」
に接続する場合を例にして説明しています。
a アップルメニューから「システム環境設

定 ...」→「ネットワーク」
b 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi をオンにする」
c 「ネットワーク名」のプルダウンリストか

ら本機の Wi-Fi 名（801HWa-XXXXXX）
を選択

d 本機のパスワード（セキュリティーキー）
を入力→「このネットワークを記憶」に
チェックを付ける→「接続」

無線 LAN接続に成功すると、本体ディスプレ
イの無線 LAN接続数が１つ増えます。

e 「ネットワーク名」が本機の Wi-Fi 名に、
「状況」が「接続済み」になっているこ
とを確認する

•	「使ったことのあるネットワークが見つかり
ません。」というメッセージが表示された場
合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネッ
トワークに接続する前に確認」のチェック
を外してください。

AndroidTM搭載端末を接続する（AndroidTM■9の場合）
一般的なAndroidTM 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。画面表示や手
順は、無線LAN設定の認証方式が「WPA2-PSK」で「Wi-Fi 名（SSID	A）」に接続する場
合を例にして説明しています。その他の認証方式の場合は、一部の操作および画面が異なり
ます。

a スマートフォンを起動→メニューから
「設定」→ Wi-Fi をオンにする

b 本機の Wi-Fi 名（801HWa-XXXXXX）
をタップする

c 本機のパスワード（セキュリティー
キー）を入力→「接続」

無線 LAN接続に成功すると、本体ディスプレ
イの無線 LAN接続数が１つ増えます。

d 手順 1 から 2 を行い、本機の Wi-Fi 名
が接続済みになっていることを確認する

•	接続のしかたはお使いの AndroidTM 搭載端末によって異なります。詳しくは、お使いの
AndroidTM 搭載端末の取扱説明書を参照してください。

iPhone／ iPadを接続する（iOS■12の場合）
画面表示や手順は、無線 LAN設定の認証方式が「WPA2-PSK」で「Wi-Fi 名（SSID	A）」
に接続する場合を例にして説明しています。
a iPhone または iPad を起動→ホーム画

面で「設定」→「Wi-Fi」
b 本機の Wi-Fi 名（801HWa-XXXXXX）

をタップする

•	TM	and	©	2018	Apple	Inc.	All	rights	
reserved.
•	Apple、Apple のロゴ、iPad、iPhone、Mac、
Macintosh、Safari は、米国および他の国々
で登録されたApple	Inc. の商標です。
•	iPhone の商標は、アイホン株式会社のライ
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•	App	Store は、Apple	Inc. のサービスマー
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c 本機のパスワード（セキュリティーキー）
を入力→「接続」または「Join」

無線 LAN接続に成功すると、本体ディスプレ
イの無線 LAN接続数が１つ増えます。

d 手順 1 から 2 を行い、本機の Wi-Fi 名
にチェックアイコンが表示されているこ
とを確認する

QRコードを利用して接続する
本機に表示したQRコードをアプリでスキャンして、自動的に本機と接続することができます。
a ホーム画面で「Wi-Fi 名」をタップする
b スマートフォンの QR コード読み取りア

プリで、本機のディスプレイに表示され
た QR コードを読み取る
QRコード読み取りアプリの指示に従って、読
み取った情報から接続してください。

c スマートフォンの画面に Wi-Fi の電波ア
イコンが表示されていることを確認する

•	QR コード読み取りアプリには「お父さん
QR」アプリなどがあります。スマートフォ
ンにインストールしてご利用ください。
•	同梱の無線 LAN初期設定シールにあるQR
コードをスマートフォンで読み取っても、
本機と接続することができます。

ソフトバンクWi-Fi スポットに接続する
ソフトバンクWi-Fi スポットを利用する前に、次の手順でご契約時に設定された4桁の暗
証番号を入力してください。
a ホーム画面で「Wi-Fi スポット」をタッ

プする
b 「Wi-Fi スポット」が「ON」になっている

ことを確認し、「ソフトバンク Wi-Fi スポッ
ト」の「OFF」をタップして「ON」にする

c 「ログインパスワード」をタップする
d 数字のキーをタップし、4 桁のログイン

パスワードを入力→「OK」をタップする
•	Wi-Fi スポット機能がOFF に設定されてい
る場合、ソフトバンクWi-Fi スポットはご
利用できません。お買い上げ時、Wi-Fiスポッ
ト機能はONに設定されています。
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