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ご利用になる前に1

梱包品を確認してください
お買い上げいただいた商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（153ページ）にご連絡ください。

GL05P本体 クレードル 電池パック

ACアダプタ LANケーブル USBケーブル （20cm/100cm各1本）

お買い上げいただいた商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、お問い合わせ先にご連絡ください。

イー・アクセス株式会社

GL05P本体 電池パッククレードル

ACアダプタ LANケーブル USBケーブル (20cm / 100cm各1本)

無線LAN機能が無いパソコンを
ご利用のお客さまへ無線LAN初期設定シールご利用いただくにあたって

かんたんセットアップマニュアル
(別冊：基本編ポータブルデバイス編各1部) 梱包品一覧 保証書

(本体 / ACアダプタ / クレードル各1部)

お 願 い     保証書を含め付属品は大切に保管してください。

梱包品一覧

本シールは再発行いたしませんので大切に保管してください

無線LAN初期設定
SSID1:
WPA Key: 
SSID2: 
WEP Key:
IMEI: 

GL05P-XXXXXX
     XXXXXXXX

GL05P-XXXXXX-w
     XXXXX

XXXXX-XXXXX-XXXXX

保証書(Warranty)
1. 本書は記載内容の範囲で無料修理を行うことをお約束す
るものです。

2. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お客さまへのお願い
 お手数ですが、お名前・ご住所・電話番号をわかりや
すくご記入ください。

 ご記入いただいたお客さまの個人情報は修理業務の管
理のためのみ使用しますので、予めご了承ください。

販売店さまへのお願い
 お買い上げ日・製造番号・貴店名・住所・電話番号を
ご記入の上、お客さまにお渡しください。

 ※印欄に記入のない場合は、納品書又は領収書等にて
お買い上げ日および販売店が特定できる書類が必要と
なります。

※ご注意
本書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料
修理をお約束するものです。従いまして、本書によっ
て保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以
外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限す
るものではありませんので、保証期間経過後の修理な
どのご不明な点は、裏面の【お問い合わせ先 】にお問
い合わせください。

発売元    イー･アクセス株式会社 
                 東京都港区虎ノ門2－10－1 
                 虎ノ門ツインビルディング
製造元    AnyDATA korea Inc.

商品名

商品コード

製造番号

お名前 様

〒

TEL

ご住所

お
客
さ
ま

保証期間 お買上げ日から１年間

※お買上げ日

※販売店

20　 　年　 　月　 　日

GL05P本体 (ホワイト)

PHD05LPW10

保証書(Warranty)
1. 本書は記載内容の範囲で無料修理を行うことをお約束す
るものです。

2. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お客さまへのお願い
 お手数ですが、お名前・ご住所・電話番号をわかりや
すくご記入ください。

 ご記入いただいたお客さまの個人情報は修理業務の管
理のためのみ使用しますので、予めご了承ください。

販売店さまへのお願い
 お買い上げ日・製造番号・貴店名・住所・電話番号を
ご記入の上、お客さまにお渡しください。

 ※印欄に記入のない場合は、納品書又は領収書等にて
お買い上げ日および販売店が特定できる書類が必要と
なります。

※ご注意
本書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料
修理をお約束するものです。従いまして、本書によっ
て保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以
外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限す
るものではありませんので、保証期間経過後の修理な
どのご不明な点は、裏面の【お問い合わせ先 】にお問
い合わせください。

発売元    イー･アクセス株式会社 
                 東京都港区虎ノ門2－10－1 
                 虎ノ門ツインビルディング
製造元    AnyDATA korea Inc.

商品名

商品コード

製造番号

お名前 様

〒

TEL

ご住所

お
客
さ
ま

保証期間 お買上げ日から１年間

※お買上げ日

※販売店

20　 　年　 　月　 　日

ACアダプタ

PCD05LPZ10

保証書(Warranty)
1. 本書は記載内容の範囲で無料修理を行うことをお約束す
るものです。

2. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

お客さまへのお願い
 お手数ですが、お名前・ご住所・電話番号をわかりや
すくご記入ください。

 ご記入いただいたお客さまの個人情報は修理業務の管
理のためのみ使用しますので、予めご了承ください。

販売店さまへのお願い
 お買い上げ日・製造番号・貴店名・住所・電話番号を
ご記入の上、お客さまにお渡しください。

 ※印欄に記入のない場合は、納品書又は領収書等にて
お買い上げ日および販売店が特定できる書類が必要と
なります。

※ご注意
本書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料
修理をお約束するものです。従いまして、本書によっ
て保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以
外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限す
るものではありませんので、保証期間経過後の修理な
どのご不明な点は、裏面の【お問い合わせ先 】にお問
い合わせください。

発売元    イー･アクセス株式会社 
                 東京都港区虎ノ門2－10－1 
                 虎ノ門ツインビルディング
製造元    AnyDATA korea Inc.

商品名

商品コード

製造番号

お名前 様

〒

TEL

ご住所

お
客
さ
ま

保証期間 お買上げ日から１年間

※お買上げ日

※販売店

20　 　年　 　月　 　日

クレードル

PDD05LPZ10

かんたんセットアップマニュアル
（別冊：基本編ポータブルデバイス編各1部）

梱包品一覧 保証書
（本体、ACアダプタ、クレードル各1部）

ご利用いただくにあたって 無線LAN初期設定シール
無線LAN機能が無いパソコンをご

利用のお客さまへ

お願い
・  保証書を含め付属品は大切に保管してください。
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各部の名称と機能

本体

1

4

2
3

5
6

① ストラップホール
ハンドストラップ、アクセサリーなどを取り付けます。

② microUSBコネクタ
USBケーブルを接続します。

③ クレードルコネクタ
同梱のクレードルを接続します。

④ ディスプレイ
本製品の状態が表示されます。詳しくは、27ページ「ディスプレイの表示」を参照してください。

⑤ WPSボタン
約10秒間押すと、WPS（Wi-Fi Protected Setup）機能が起動します。
 ・  WPS機能を搭載した無線LAN端末をお使いの場合は、無線LAN接続の設定を簡単に行うことが
できます。詳しくは、49ページ「WPS対応の無線LAN端末を接続する」を参照してください。

⑥ 電源ボタン（ ）
・  約5秒間押して、本体の電源をオン／オフします。
電源を入れると、無線LAN機能がオンになります。また、自動的にインターネットに接続します。

・  約1秒間押して、無線LAN機能をオン／オフします。
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7

8 9

⑦ RESETボタン
本製品をお買い上げ時の状態に戻す（リセット）場合に操作します。詳しくは、3ページ 「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）」を参照してください。

⑧ EM chipスロット
EM chipを取り付けます。

⑨ 電池カバー
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クレードル

1 2 3

4 5

① 電源ランプ
同梱のACアダプタに接続している場合、点灯（青）します。

② LINKランプ
ネットワークに接続している場合、点灯（青）します。

③ クレードルコネクタ
本体側のクレードルコネクタを接続します。

④ 電源コネクタ
USBケーブルを接続します。

⑤ LANコネクタ
LANケーブルを接続します。
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ディスプレイの表示

1

2

3

6

7

4 5

8
① 受信レベル表示
      受信レベルを表示します。

アイコン 説明

圏外

レベル0

レベル1

レベル2

レベル3

② アニメーション／テキスト表示部
      通信中や充電中など、本製品の状態や結果を表すアニメーションやテキストが表示されます。詳しく
は、29ページ 「アニメーション／テキスト表示について」を参照してください。

③ Wi-Fi状態表示
： 無線LANが有効

： マルチSSID（SSID2）が有効

表示なし ： 無線LANが無効
④ ネットワークの種類
      接続中のモバイルネットワークの種類を表示します。

アイコン 説明

LTEネットワーク接続中

3Gネットワーク接続中

 
※

Wi-Fi（WAN）ネットワーク接続中

イーサネット（WAN）接続中

※： →  ： 受信レベル「弱」⇒「強」
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⑤ ローミング状態表示
  ローミングサービスを利用して接続しているときに表示されます。ローミングサービスご利用時は、
ローミング料金が発生することがあります。

⑥ 電池残量表示
電池残量情報を表示します。

 →  ： 電池残量「多い」⇒「少ない」

 →  →  →  →  ： 充電中

⑦ 無線LAN接続数表示
      無線LANで本製品に接続している機器の台数が表示されます。
⑧ 暗号化方式表示
      SSID1に現在設定されている無線LANの暗号化方式が表示されます。

表示 暗号化方式
None Open System

WPA WPA（TKIP／AES／TKIP+AES）

WPA2 WPA2（TKIP／AES／TKIP+AES）

WPA/WPA2 WPA/WPA2（TKIP／AES／TKIP+AES）

注意
・  本製品を40秒以上、操作しなかった場合は、自動的に本製品のディスプレイは消灯します。再度点灯させるには、本
製品のいずれかのボタンを押してください。
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アニメーション／テキスト表示について
通信中や充電中など、本製品の状態や結果をアニメーションや文字でお知らせします。

アニメーション／テキスト表示 通信状態／異常状態

 
電源オン

電源オフ

 
充電中（電源が入っていない状態）

充電完了（電源が入っていない状態）

WPS実行中

WPS成功

WPS失敗

発信中（ネットワークに接続しようとしている状態）

ネットワーク接続失敗

電池が正しく装着されていない状態

お買い上げ時の状態に戻す

Wi-Fiオン

Wi-Fiオフ

WPS情報

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）が重複している状態
（エラーについて詳しくは、144ページ 「12.IP Address 
Errorが表示される。」を参照してください。）

EMOBILE 現在接続しているネットワーク名
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アニメーション／テキスト表示 通信状態／異常状態
NONE、WEP、WPA、WPA2、WPA/WPA2 SSID1の現在の無線LAN暗号化方式

Insert USIM EM chip未装着

Enter PIN
PINコード入力待ち
（GL05P設定ツール画面で、PINコードを入力する必要
があります。）

Enter PUK PUKコード入力待ち
（GL05P設定ツール画面で、PUKコードの入力が必要で
す。）

Invalid USIM EM chipロック中または不適切なEM chipが装着されて
いる状態

Low Battery 電池残量が少ない状態
（直ちに充電してください。）

DOCK クレードルまたはイーサネットに接続している状態
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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、
本製品の異常や故障の原因となります。

EM chipを取り付ける

1  中央部を押しながら（ 1 ）凹み部分に爪をかけて 2 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。

1

2

2  電池パックが取り付けられている場合は、電池パックを 3 の方向に持ち上げて 4 の方
向に取り外します。 3

4

EM chip（USIMカード）を準備してください
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3 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。
 IC 部分

 切り欠き

4  電池パックのS／N欄を下にして、 5 の方向へ押し付けながら、 6 の方向へ押し込んで
取り付けます。

5

6

5 電池カバーのつめを本体側の穴に合わせて、 7 の方向に押し込みます。
7
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EM chipを取り外す

1 電池カバーと電池パックを取り外します。
         ・ 詳しくは31ページ 「EM chipを取り付ける」を参照してください。

2 EM chipを矢印の方向に引き出してEM chipスロットから取り外します。

3 電池パックと電池カバーを取り付けます。
         ・ 詳しくは31ページ 「EM chipを取り付ける」の操作手順4以降を参照してください。

注意
・  取り外したEM chipを紛失しないようにご注意ください。
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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。

注意
・ 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。

電池パックの充電について
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■ 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. 本製品をクレードルに接続します。

■ 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. 本製品をクレードルに接続します。

■ 電池残量表示について
電池パックの電池残量は、ディスプレイ上部の電池残量表示で確認することができます。
27ページ 「ディスプレイの表示」を参照してください。
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電池パック充電時のご注意
電池パックを充電するときは、次の内容にご注意ください。
・  必ず同梱のACアダプタを使用するか、同梱のUSBケーブルでパソコンまたはクレードルに接続して
充電してください。

・  使用していない状態でも電池パックは放電します。長期間使用しなかった場合は、充電してから使用
してください。

■ 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。
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電源を入れる

1  電源ボタン（ ）を約5秒間押します。
        電源を入れると、3G／LTE回線経由で自動的にインターネットに接続されます。
         ・ 電源が入った後、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。

■ 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）
・  海外で電源を入れた場合は、無線LAN機能がオフの状態で起動します。
・  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。

注意
・  EM chipのPINコード認証が有効に設定されている場合、本製品の電源を入れると、ディスプレイに「Enter PIN」（30
ページ）が表示され、PINコードの入力が必要になります。PINコードを入力できない無線LAN端末でのみ本製品
を使用する場合には、PINコード認証を無効に設定してください。 詳しくは、90ページ 「PINコード管理」を参照して
ください。

電源を切る

1 電源ボタン（ ）を約5秒間押します。

電源を入れる／切る
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