
GD03W かんたんセットアップマニュアル 基本編

本製品の使いかた
本製品は、パソコンのUSBポートに接続してインターネット接続
によるデータ通信（ベストエフォート方式※1）ができるほか、無線
LAN対応機器と無線 LAN接続も行えます。
・W�CDMA方式利用時の最大通信速度：受信21Mbps／送信5.8Mbps
※1:�接続環境などによって、通信速度が最大値に達しないことがあります

また、本製品を付属のACアダプタに接続してコンセントにつなぐだ
けで、アクセスポイントとして利用できます。その他、USBから電
源供給可能な外付けバッテリー※2 も利用できます。
※2：�対応可能な外付けバッテリーの詳細は、イー・モバイルのホームページをご参照くだ

さい。

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（裏面参照）にご連絡ください。

GD03W本体 ACアダプタ
（PCD03GDZ10）

USBケーブル
（PGD03GDZ10）

ストラップ
（試供品）

保証書
（本体、ACアダプタ�各 1部）

かんたんセットアップ
マニュアル

（基本編＜本書＞、�
無線 LAN接続編��
各 1部）

XXXXXWEP Key:

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

WPA Key: XXXXXXXX

GD03W-XXXXXXXXXXXXSSID:

無線LAN初期設定

ご利用いただくにあたって 無線 LAN初期設定シール

1	 USB コネクタのキャップを取り外します

2	 本製品のカバーを、矢印の方
向に「カチッ」と音がするま
でスライドしてから取り外し
ます。 

3	 EM chip の IC 部分を下にし
て、 矢 印 の 方 向 に EM chip
を挿入します。

4	 EM chip が奥まで挿入されて
いることを確認してから、カ
バーを矢印の方向にスライド
して取り付けます。

Windows パソコンを利用する

1	 パソコンの電源を入れ、OS を起動し、本製品をパソコ
ンの USB ポートに接続します。 

2	 「自動再生」の画面で「AutoRun.exe の実行」をクリッ
クします。
•�Windows�XPをお使いの場合は、「自動再生」の画面は表
示されません。

3	 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「は
い」をクリックします。
デスクトップに「EMOBILE�GD03W�Setting�Tool」ショー
トカットアイコンが表示されます。
•�Windows�Vista をお使いの場合は「続行」をクリックし
ます。
•�Windows�XP をお使いの場合、本製品をUSBポートに
接続するとWindowsシステムのアップデートが実行され、
デスクトップに「EMOBILE�GD03W�Setting�Tool」の
ショートカットアイコンが表示されたら、インストールが
完了です。

Mac を利用する

1	 Mac の電源を入れ、OS を起動し、本製品を Mac の
USB ポートに接続します。 

2	 「EMOBILE GD03W Setting Tool」をダブルクリッ
クします。

3	 お使いの Mac の名前（ユーザ名）とパスワードを入力して、
「OK」をクリックします。

付属の AC アダプタを利用する

1	 付属の AC アダプタに本製品を接続します。 

2	 コンセントにつなぎます。

本製品の状態を確認するには
セットアップが完了すると、自動的にインターネットに接続され、無
線 LAN機能が有効になります。本製品では、通信状態などの情報を
LEDステータスランプの点灯によってお知らせします。
LEDステータスランプの3Gランプ（青）が点灯していれば、インター
ネットに接続されています。また、Wi-Fi ランプ（緑）が点滅または
点灯していれば、無線 LANが有効になっています。無線 LAN端末
を無線 LAN接続してインターネットをご利用になれます。
種類 色および点灯パターン 状態
3G 赤点滅（等間隔で点滅） ・EM�chip が未挿入です

・EM�chip 完全ロック状態
・EM�chip 読取り異常

赤点滅（短く点灯、長く消灯） ・ネットワークを検索中です
・ネットワークに登録中です

赤点灯 圏外
橙点滅（等間隔で点滅） ・PINコード入力待ち

・PUKコード入力待ち
青点滅（等間隔で点滅） ダイヤルアップ中
青点滅（短く点灯、長く消灯） 待機状態（通信中、発信中以外の状態で、かつ圏内）
青点灯 ダイヤルアップ成功、安定した通信状態
緑点滅（等間隔で短く点滅） ソフトウェア更新中

Wi-Fi 緑点滅（短く点灯、長く消灯） Wi-Fi オン、初期化成功
緑点滅（等間隔で短く点滅） WPS接続失敗

WPSオーバーラップ検知
緑点滅（等間隔で点滅） WPS設定中
緑点灯 Wi-Fi オンで子機接続状態

WPS接続成功
両方 緑点滅（等間隔で短く点滅） リセット中

•�無線 LAN端末を接続する場合は、かんたんセットアップマニュアル無線
LAN接続編または取扱説明書を参照してください。
•�付属のACアダプタを利用する場合、本製品の設定のままでインターネッ
トに接続されます。各種機能の設定を行う場合は、Webブラウザに対応
している無線 LAN端末を接続してから、GD03W設定ツールを起動して
ください。

説 明

インターネット接続する
本製品を Windows パソコンの USB ポートに接続し、簡単なインストールだけでインターネットに接続できます。また、付属の AC アダ
プタに接続してコンセントにつなぐだけで、Wi-Fi アクセスポイントとして利用できます。

EM chip（USIM カード）を取り付ける

本製品をご利用にな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。本製品を使用
するには EM�chip を本体に取り付ける必
要があります。EM�chip を取り付けてい
ない本製品をパソコンや無線 LAN端末と
接続しても、データ通信は一切できません。
EM�chip 台紙に記載されている取扱説明
も参照してください。

•�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、
本製品をパソコンに接続した状態では絶対に取り外さないでください。
•�本製品をパソコンに接続した後に EM�chip を取りつけても正常に動作し
ません。必ず、本製品をパソコンに接続する前に EM�chip を取り付けて
ください。

注 意

IC部分
（表面）

（裏面）
切り欠き

裏
面に
続き
ます
。

•�保証書を含め付属品は大切に保管してください。
•�ストラップの取り付け方は、取扱説明書を参照してください。

注 意

USB接続は1台、無線 LAN接続は最大5台まで接続できます。

説 明



インターネット接続モードを変更する
インターネット接続モードを変更するには、GD03W設定ツールで設
定します。設定ツールを利用するには、本製品をパソコンに接続して
セットアップを完了してください。または、付属のACアダプタに接
続してインターネット接続を完了し、対応するWebブラウザが搭載さ
れている無線 LAN端末を無線 LAN接続してください。
�画面表示、手順はWindows7を例にしています。

1	 デスクトップ上の「EMOBILE GD03W Setting Tool」
ショートカットアイコンをダブルクリックします。
GD03W設定ツールのトップページが表示されます。

2	 パスワードを入力して、「ログイン」ボタンをクリックし
ます。
•�お買い上げ時の設定ツールのログインパスワードは、WEP
キーと同じものが設定されています。WEPキーについては、
同梱の無線 LAN初期設定シールの「WEP�KEY」欄を参照
してください。
•�ユーザ名は「admin」で固定されています。変更、入力でき
ません。

3	 メニューリストから「設定」→「3G 設定」→「接続モー
ド設定」をクリックします。

4	 インターネット接続モードで「マニュアル」を選択し、「適
用」ボタンをクリックします。

5	 「続行」ボタンをクリックします。

GD03W 設定ツールのトップページで操作する
GD03W設定ツールにログインしなくても、トップページから以下の
ような操作が行えます。

■ プロファイルの変更
 

1	 GD03W 設定ツールのトップページを表示します。

2	 「プロファイル変更」の「プロファイルリスト」で変更す
るプロファイルを選択します。

3	 「適用」ボタンをクリックします。
※�お買い上げ時、本製品には以下の4つのプロファイルが設定
されています。

emb2.ne.jp データプランBなど、一部ご利用いただけない通信（プロトコル）のある料
金プラン用の接続先です。ファイル交換（P2P）やオンラインゲーム、動画
の一部などが利用できません。

emb.ne.jp データプラン、スーパーライトデータプランなど、ご利用になる通信（プロ
トコル）に制限のない料金プラン用の接続先です。本製品の初期設定となっ
ています。

myemobile オンラインサポートサイト「My�EMOBILE」専用の接続先です。
※「My�EMOBILE」への接続にかかる通信料は無料です。

rtc.data プリペイド（前払い方式）サービス「EMチャージ」専用の接続先です。
※ �EMチャージのお客さまは「EMチャージ」以外の接続先は利用できません。

■ インターネット接続／切断
インターネット接続モードが「マニュアル」の場合は、インターネッ
トに接続する操作を行います。

1	 GD03W 設定ツールのトップページを表示します。

2	 「3G ステータス」の「インターネット接続モード」で「接
続」ボタンをクリックします。
「接続状態」が「接続中」になると、インターネットに接続され
ています。
•�「接続中」に「切断」ボタンをクリックすると、インターネッ
ト接続を切断できます。

3	 Web ブラウザを起動します。
インターネットをご利用になれます。
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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USBまたは無線 LAN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 GD03W 設定ツー
ルを起動します。

2	 GD03W 設定ツールのトップページが表示されますの
で、「PDF ファイルをダウンロード」をクリックします。

※��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。

※��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、イー・モバイルのホーム
ページからもご覧いただけます。

本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻すには
本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻すには、GD03W設定ツール
から操作します。
※EM�chip の登録内容は削除されません。

1	 GD03W 設定ツールのトップページを表示し、パスワー
ドを入力して「ログイン」ボタンをクリックします。

2	 メニューリストから「設定」→「システム設定」→「工場
出荷設定」をクリックします。

3	 「リストア」ボタンをクリック→「OK」をクリックします。
工場出荷設定中画面が表示されます。画面の指示に従ってくだ
さい。

4	 「続行」ボタンをクリックします。

本体から操作する場合
GD03W設定ツールで工場出荷設定を操作で
きない場合は、本製品をパソコンや ACアダ
プタと接続し、本製品のカバーを取り外して、
RESET ボタンを約 5秒押してください。た
だし、RESETボタンを押す際に、無理な力を
加えるとパソコンや本製品が破損する恐れが
ありますので、十分注意して行ってください。

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 ： h t t p : / / emo b i l e . j p /

【お問い合わせ先】

故障と思われる前に
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.� �Windows�7をお使いの場合は、「スタート」→「コンピューター」（Windows�Vista の場合は
「コンピュータ」、Windows�XPの場合は「マイコンピュータ」）→「GD03W」をダブルクリッ
クします。�
Macをお使いの場合は、Finder の画面を表示し、「デバイス」→「GD03W」→「EMOBILE�
GD03W�Setting�Tool」をダブルクリックします。

2.� �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。

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。
2.� �正しいWEPキーを入力しているか、確認してください。WEPキーを忘れた場合は、本製品を
リセットするか、取扱説明書「無線 LANセキュリティ設定」を参照してWEPキーを設定しな
おし、もう一度接続の操作を行ってください。

3.� �WPAまたはWPA2の暗号化方式を設定している場合は、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。WPA事前共有キーを忘れた場合は、取扱説明書「無線 LANセ
キュリティ設定」を参照してWPA事前共有キーを設定しなおし、もう一度接続の操作を行っ
てください。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。

4.� �WPS機能で接続できない場合は、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。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。

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ことがありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。
4.� �GD03W設定ツールを起動し、3G設定や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。詳しくは取扱説明書の「3G設定」を参照してください。

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.� �本製品を接続しているパソコンの電池残量を確認してください。充電するなどして使用してください。
3.� �本製品とパソコンなどが、USBまたは無線LAN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、本製品をパソコンなどから取り
外してもう一度接続してください。

5.� �本製品とパソコンをUSB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。

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。詳細は表面「EM�chip（USIM
カード）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。

•�本機能を実行するとご購入後に設定した内容はすべて削除されますので、十
分ご注意の上ご利用ください。万一の場合に備え、あらかじめ設定内容をパ
ソコンに保存することも可能です。詳しくは、取扱説明書を参照してください。
•�工場出荷設定中は、本製品をUSB接続しているパソコンや付属のACア
ダプタから取り外さないでください。
•�RESET ボタンは、爪楊枝のような先端が尖ったもので押してください。
強く押しすぎると、破損の原因になります。また、ペンや鉛筆などを使うと、
インクなどが張り付き汚損する場合があります。

注 意

インターネット接続／切断を操作する
お買い上げ時、インターネット接続モードが「オート」に設定されており、本製品をパソコンや付属のACアダプタなどに接続すると自動的にインターネッ
トに接続されます。


