
本製品の使いかた
本製品は、3G/LTE回線、自宅や会社などの無線LANルーター、公衆無線LANサービ
ス、ブロードバンド回線などを経由して、パソコンやゲーム機などの無線LAN端末ま
たはUSBケーブルで接続したパソコンをインターネットに接続できます。
本製品は、IEEE802.11b/g/nの無線LAN規格に対応しています。
※���WAN設定のネットワーク選択設定を「オート（Wi-Fi優先）」に設定している場合、また
はマルチSSID機能を有効に設定している場合は、最大通信速度が半分になります。

※���通信速度は規格上の最大値であり、ベストエフォート方式であるため、実際の通
信速度は通信環境などにより変動します。

インターネット 無線LAN

3G/LTE回線でインターネットに接続できます。

公衆無線LANサービスなどに接続して、
インターネットに接続できます。

クレードルとブロードバンドルーターを
LANケーブルでつなぎ、インターネットに接続できます。

パソコンと接続
(USB接続も可能     )

ゲーム機などと接続

iPad、iPod touchなどと接続

※1

※1�：設定変更と専用のドライバのインストールが必要です。詳しくは、同梱の「無線
LAN機能が無いパソコンをご利用のお客さまへ」を参照してください。

 説   明
本製品は、無線LAN端末を同時に10台まで接続することができます。

EM chip(USIMカード)と電池パックを取り付ける
EM chip(USIMカード)について：
本製品を利用されるお客さまに貸与されているICカードのことを
EM�chip(エムチップ)といい、お客さまの電話番号などの情報が
記録されています。本製品をお使いになる前に、EM�chipを本体
に取り付けてください。EM�chipを取り付けていない本製品を無
線LAN端末やパソコンと接続してもデータ通信を行うことができ
ません。EM�chipの台紙に記載されている取扱説明も参照してく
ださい。

 注   意
�•��使用中にEM�chipを取り外すと本製品が正常に動作しなくなりますので、本製品に電源が入っている
状態では取り外さないでください。
•��電池パックを取り外すときは、必ず本製品の電源を切ってください。電源が入った状態で電池パックを
取り外すと、本製品が正常な動作をしなくなるなど、異常や故障の原因となります。

1   中央部を押しながら(  )凹み部分に爪を
かけて  の方向に電池カバーを取り外し
てください。
本製品にACアダプタやUSBケーブルなどが接
続されているときは、先に取り外してください。

2  EM chipのIC部分を下にして、矢印の方向に
EM chipを奥まで差し込みます。
•��EM�chipが完全に取り付けられていることを
確認してください。
•��EM�chip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。

3    電池パックのS/N欄を下にして、  の方向
へ押し付けながら、  の方向へ押し込んで
取り付けます。

4  電池カバーのつめを本体側の穴にあわせて、
 の方向に押し込みます。

電池パックを充電する
本製品をお使いになる前に、電池パックを取り付けてください。
お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。はじ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。
※�充電の際は、必ず同梱のACアダプタとUSBケーブルをご利用ください。

■ACアダプタで充電する
1      本製品のmicroUSBコネクタにUSBケーブルのmicroUSBコネクタを接

続します。

2    USBケーブルのもう一方のコネクタをACアダプタに接続し、ACアダプタ
のプラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。

■ パソコンに接続して充電する
1      本製品のmicroUSBコネクタにUSBケーブルのmicroUSBコネクタを接

続します。

2   USBケーブルのもう一方のコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

■クレードルを使って充電する
1     クレードルの電源コネクタにUSBケーブルのmicroUSBコネクタを接続

します。

2   USBケーブルのもう一方のコネクタをACアダプタに接続し、ACアダプ
タのプラグを家庭用ACコンセントに差し込みます。

3   本製品を接続すると充電がはじまります。

■ クレードルをパソコンに接続して充電する
1       クレードルの電源コネクタにUSBケーブルのmicroUSBコネクタを接続

します。

2    USBケーブルのもう一方のコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

3   本製品を接続すると充電がはじまります。

充電時間の目安(メーカー調べ)
充電時間 約3.5時間�(ACアダプタ)�/�約7時間�(USB接続)

※��充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異な
ります。

GL05Pかんたんセットアップマニュアル
電源を入れる／切る

1   
電源ボタン( )を約5秒間押して電源を入れます。

2   本体ディスプレイに のマークが
           表示されていることを確認してください。  

※�各機器との接続方法など詳しくは
取扱説明書の「無線LANで接続する」の
各ページを参照してください。�����������������

■ 電源を切る
電源ボタン( )を約5秒間押します。

■ マークが消えている場合について
無線LANの接続数が0になって10分経過すると自動的に無線LANがオフになりま
す。(工場出荷状態)
無線LANを再接続するときは電源ボタン( )を約1秒押し マークを点灯さ
せます。

無線LANで接続する
画面表示や手順はWindows�8で、本製品の無線LANセキュリティ設定の暗号化方
式が「WPA」の場合を例にして説明しています。
※��Windows�7、Windows�Vista、Windows�XP、Macの接続方法については、取扱説
明書を参照してください。

1 パソコンの無線LAN機能をオンにします。

2  画面の右側からスワイプ（マウスで操作する場合は、画面右上隅／右下

隅に移動）→「設定」を選択し、  アイコンを選択します。��
•���Windows�7、�Vistaの場合は「スタート」メニューから「コントロールパネル」→
「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」→「ネットワ
ークに接続」の順に選択
•��Windows�XPの場合は「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「ネ
ットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」→「ワイヤレスネット
ワーク接続」の順に選択

3          
  右の画面で本製品の「SSID」(GL05P-
XXXXXX)が表示されている項目をクリッ
クして選択し、「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、「接続」を
クリックします。
•�「�SSID」については、同梱の無線LAN初期設
定シールの「SSID」欄を参照してください。

•���本製品の「SSID」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。
•��Windows�XPの場合は本製品の「SSID」
(GL05P-XXXXXX)が表示されている項目
をクリックして選択し、「接続」をクリックし
ます。

       

���������

4  ���������

右の画面で「セキュリティキー」にWPAキー
を正しく入力し、「次へ」をクリックします。
•��WPAキーについては、同梱の無線LAN初期
設定シールの「WPA�Key」欄を参照してくだ
さい。
•���Windows�7の場合は「OK」をクリックします。
•��Windows�Vistaの場合は「接続」をクリックし
ます。「GL05P-XXXXXXに正しく接続しまし
た」と表示されたことを確認し、「閉じる」をク
リックします。
•��Windows�XPの場合はWPAキーを「ネットワ
ークキー」と「ネットワークキーの確認入力」
に正しく入力し、「接続」をクリックします。

��
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5   ユーザーの環境に合わせてクリックし
ます。

�

6      パソコン画面の アイコン（Webブラ
ウザ）などをクリックするとインターネット
をご利用になれます。

 注   意
一部のゲーム機などではWPA/WPA2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。
詳しくは取扱説明書「無線LANセキュリティ設定」を参照してください。

取扱説明書を参照する
取扱説明書のPDFファイルは、本製品内に保存されています。
Windowsパソコン、Mac、iPadで取扱説明書を参照する場合は本製品と無線LAN
で接続し、下記手順を行ってください。

1     Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に「http://pocketwifi.home/」と入
力してGL05Pの設定ツールを起動します 。

2   GL05P設定ツールのトップページが表示されますので、画面左下段の
「PDFファイルをダウンロード」をクリックします。

����������※���PDFファイルの参照には、アドビシステムズ社が配布しているAdobe�
Readerが必要です。

����������※���取扱説明書のPDFファイルは、ログインなしで参照できます。
����������※���取扱説明書のPDFファイルは、イー・モバイルのホームページからもご覧

いただけます。

本製品の接続先(プロファイル)について
本製品には、あらかじめ２つの接続先（プロファイル）が登録されています。

本製品の接続先(プロファイル) 概要

em.std 本接続先は本製品の初期設定となっています。
通常はそのまま変更せずにご利用ください。

em.gbl グローバルIPアドレスのご利用が可能な接続
先です。

詳しくはイー・モバイルホームページ(http://emobile.jp/)をご確認ください。
GL05P設定ツールのトップページから、以下のとおり接続先(プロファイル)の変更
が可能です。
接続先（プロファイル）変更は、ログインなしで設定できます。

この�������を押して、
接続先(プロファイル)を変更します。

接続先(プロファイル)

本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻すには(リセット)
本製品をリセットすると、すべての設定内容がお買い上げ時の状態に戻ります。
※�EM�chipの登録内容は削除されません。

■本体のボタン操作でリセットする場合
本製品の電源が入った状態で、裏面のRESETボタンを約2秒押します。

�•�� のロゴ表示に続き、WELCOMEが表示され、製品が再起動されること
を確認してください。

■GL05P設定ツールからリセットする場合

1   GL05P設定ツールを起動します。
����������•��設定ツールへのログイン方法については、取扱説明書の「GL05P設定ツー

ルについて」を参照してください。

2  「設定」→「システム設定」→「工場出荷設定」の順にクリックします。

3 「リストア」ボタンをクリックします。

故障と思われる前に
無線LAN端末を接続できない。
1．本製品と無線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。本製品の無線LAN機能は、無線LAN端末の接続がなくなると約10分で自動
的に停止します。再度使用する場合は電源／WiFiボタンを約1秒押してください。
2．WPAまたはWPA2の暗号化方式を設定している場合は、無線LAN端末で本製品
のSSID1が選択されているか、正しいWPA事前共有キーを設定しているか、確認
してください。SSIDまたはWPA事前共有キーを忘れた場合は、取扱説明書の「無
線LAN基本／セキュリティ設定」で確認や変更ができます。
また、無線LAN端末によっては、WPA/WPA2の暗号化方式に対応していない場合
があります。お使いの無線LAN端末の取扱説明書をご確認ください。
3．WEP（SSID2）の暗号化方式を設定している場合は、GL05P設定ツールの「ネット
ワーク選択設定」が「Wi-Fi（WAN）」に設定されていないか、「無線LAN基本／セキ
ュリティ設定」の「SSID2無効／有効」が「有効」になっているかを確認してくださ
い。また、無線LAN端末で本製品のSSID2が選択されているか、正しいWEPキーを
設定しているか、確認してください。WEPキーを忘れた場合は、取扱説明書の「無
線LAN基本／セキュリティ設定」で確認や変更ができます。
4．WPS機能で接続できない場合は、GL05P設定ツールの「無線LAN基本／セキュリ
ティ設定」で「SSID1ステルス」が「有効」に設定されていないか確認してください。
また、無線LAN端末の取扱説明書などを参照してください。それでも接続できな
い場合は、無線LAN機能を手動で設定する必要があります。取扱説明書の「無線
LAN端末を接続する」を参照してください。
5．WPS用のPINコードが指定された無線LAN端末を接続する場合は、正しいPINコ
ードを設定しているか、確認してください。詳しくは、取扱説明書の「WPS設定」を
参照してください。

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.��GL05Pの設定ツールを起動し、WANの設定、および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。詳細は、取扱説明書の「WAN設定」
をご参照ください。

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、AC
アダプタを接続するか、USBケーブルでパソコンに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USBケーブル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USBケーブル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なお接続できない場合、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。
3．周辺で使用されている無線LAN端末などの電波と干渉していることがあります。
本製品の無線LANチャンネルを変更するか（取扱説明書「無線LAN設定」参照）、USB
ケーブルで接続して再度試してください。

本製品をパソコンに接続しても、インストーラーが自動的に起動
しない。
1.��GL05P設定ツールの「PC接続設定」が「USBモデムモード」に選択されていること
を確認してください。
2.�本製品がUSBケーブルで正しくパソコンに接続されているかどうかを確認して
�����ください。

3.��システムが新しいハードウェアを認識してから、インストールの準備をするまでに
は多少時間がかかります。約1分ほどお待ちください。一定時間経過してもインス
トーラーが自動的に起動しない場合は、本製品を一度パソコンから取り外してか
ら、再度接続してください。
4．ご利用のPCにセキュリティソフトがインストールされている場合、セキュリティソ
フトの機能を停止してインストールをお試しください。機能の停止操作について
はセキュリティソフトの取扱説明書をご確認ください。

パソコンが本製品を認識しない。
1.��GL05P設定ツールのトップページが表示されます。画面右下の「PC接続設定」の
プルダウンリストから「USBモデムモード」を選択してください。
2.��本製品がUSBケーブルで正しくパソコンに接続されているかどうかを確認してく
ださい。
3.��本製品をパソコンから一度取り外し、パソコンを再起動してから、再度接続してく
ださい。

PINコードを忘れた。
PINロック解除コードを知らない。
EM chipが完全ロック状態である。
お問い合わせ先(下記参照)にご連絡ください。

EM chipが認識されない。
1.��EM�chipが正しく取り付けられているかどうかをご確認ください。詳細は「EM�
chip(USIMカード)と電池パックを取り付ける」を参照してください。
2.�EM�chipが変形していないことを確認してください。
3.�EM�chipの金属端子部分にキズや腐食がないことを確認してください。
4.��EM�chip(特に金属端子部分)が汚れると認識できない場合もありますので、柔ら
かい布で軽く拭き取ってください。
5.��1から4までをすべて確認・お試しいただいても改善しない場合は、お問い合わせ
先(下記参照)にご連絡ください。

管理者権限（Administrator）でログインしているのか判らない。
■ Windows 8の場合
1．「スタート」メニューからStartからタイルのない所で右クリックして、�画面左下に
ある�「すべてのアプリ」→「�コントロールパネル�」画面を表示します。
2．「ユーザーアカウントとファミリーセーフティ」をクリックして、次の画面で「ユーザ
ーアカウント」をクリックします。
3．画面の右側に現在ログインしているユーザー名と、アカウントの種類が表示され
ています。アカウントの種類が「Administrator」であれば管理者権限でログインし
ているので、本製品をセットアップすることができます。

■ Windows 7およびWindows Vistaの場合
1.�「スタート」→「コントロールパネル」をクリックして、「コントロールパネル」画面を
表示します。
2.�「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」をクリックして、次の画面で「ユー
ザーアカウント」をクリックします。
3.��画面の右側に現在ログインしているユーザー名と、アカウントの種類が表示され
ています。アカウントの種類が「Administrator」であれば管理者権限でログインし
ているので、本製品をセットアップすることができます。

■ Windows XPの場合（手順はクラシック表示を例としています。）
1.�「スタート」をクリックして、「スタート」メニューを表示します。
2.�「スタート」メニューの一番上に表示されているのが現在ログインしているユーザ
ー名です。
「スタート」メニューの表示が、クラシック「スタート」メニューになっている場合
は表示されません。「スタート」メニューを右クリックし、プロパティを表示して「ス
タート」メニューをチェックしてください。
3.�「スタート」→「コントロールパネル」をクリックして、「コントロールパネル」画面を
表示します。
4.�「ユーザーアカウント」をクリックします。
5.��表示された画面の「ユーザー名」から、2で調べたユーザー名○○○を確認しま
す。ユーザー名の下に「コンピュータの管理者」と表示されていれば、管理者権限
でログインしているので、本製品をセットアップすることができます。

■ Macの場合
1.�アップルメニューから「システム環境設定…」を選択します。
2.�「システム環境設定…」の画面で、「システム｣の「アカウント」�をクリックします。
3.��画面の左側に現在ログインしている「マイアカウント」のユーザ名と、アカウントの
種類が表示されています。アカウントの種類が「管理者」であれば管理者権限でロ
グインしていますので、本製品をセットアップすることができます。

IP Address Errorが表示される。
インターネット側(WAN側)IPアドレスと本製品に設定されているIPアドレス（LAN側）
が重複しています。お買い上げ時、本製品のIPアドレス（LAN側）は「192.168.13.1」に
設定されています。詳しくは、取扱説明書「故障と思われる前に」を参照してください。

お問い合わせ先
ご不明な点がございましたら下記窓口までお問い合わせください。

イー・モバイル カスタマーセンター
イー・モバイルの携帯電話から              157 (無料)
一般電話から　　 　　　                       0120 - 736 - 157 (無料)
※�他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
海外から　　　　　　　　　　　       +81 - 3 - 6831 - 3333 (有料)
受付時間　�9�:�00�~�21�:�00�(日本時間・年中無休)
※�間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。
※�一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があります。
ホームページ　 http://emobile.jp/

イー・アクセス株式会社
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