GP01 かんたんセットアップマニュアル

基本編

Software Ver.3 対応版

本製品の使いかた
本製品は、USB ケーブルでパソコンと接続できるほか、無線 LAN により同時に複数のパソコン
やゲーム機などの無線 LAN 端末と接続して、データ通信ができます。

無線 LAN で接続する
本製品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※を行います。
本製品は無線 LAN 端末を同時に 5 台まで接続するこ
とができます。
※ 本製品は IEEE 802.11b/g/n の無線 LAN 規格に
対応しており、最大 72.2Mbps（IEEE 802.11n
接続時）／最大 54Mbps（IEEE 802.11g 接続時）
／最大 11Mbps（IEEE 802.11b 接続時）のデー
タ通信ができます。インターネット接続では、下
り最大 21Mbps ／上り最大 5.8Mbps になります
（HSPA+ 接続時）。
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電池カバーロック解除ボタンを押して（ 1 ）、電池カバー
を取り外します（ 2 ）。
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EM chip の IC 部分を下にして、矢印の方向に EM chip
を取り付けます。

3
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USB ケーブルで接続する
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本製品に USB ケーブルが接続されているときは、先に取り外
してください。

切り欠き

• 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。

電池パックのラベル面を上にして、 3 の方向へ押し付け
ながら、 4 の方向へ押し込んで取り付けます。

IC 部分
4
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電池カバーを取り付けます。

電池パックを充電する

本製品とパソコンを USB ケーブルで接続し、
データ通信を行います。
※ 無線 LAN 接続と USB 接続を、同時に利
用することもできます。最大接続台数は無
線 LAN 接続 5 台、USB 接続 1 台で合計
6 台となります。

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、付属品の microUSB ケーブルをご利用ください。

■AC アダプタで充電する

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。
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本 製 品 の USB コ ネ ク タ に
USB ケ ー ブ ル の microUSB
コネクタを接続します。
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
て、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

GP01 本体

電池パック

microUSB ケーブル
長短各 1 本

AC アダプタ

落雷のおそれがあるときは、本製品およびパソコン、無線 LAN 端末の電源を切り、AC アダプ
タおよびパソコンの電源プラグを抜いてください。

ご利用いただくにあたって

落雷、感電、発火の原因となります。また屋外の場合は安全な場所へ移動してください。

本製品はイー・モバイルの提供するサービスエリアおよび国際ローミングのサービスエリアにおいて
ご使用になれます。
This product can be used in the coverage that EMOBILE oﬀers and the coverage of the
international roaming.
サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、山間部など電波の伝わ
りにくいところでは、通信ができない場合があります。また地域的に電波の伝わりにくい場所もあり
ますので、あらかじめご了承ください。
電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることがあります。電波状態が良いとこ
ろでも通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
本製品は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に通信を傍受される可能性が
ないとはいえません。留意してご利用ください。
本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
EM chip を取り付けていない状態では使用できません。
本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害、およびその回復に要する費用につい
ては、当社は一切の責任を負いません。

長時間使用しない場合、本製品を AC アダプタまたはパソコンから取り外してください。
感電、火災、故障の原因となります。

必ず専用の機器をご使用ください。

指定以外の機器を使用すると、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。

車両の運転中に本製品を使用しないでください。

交通事故の原因となります。車両を安全な場所に止めてからご使用ください。

航空機内や病院など、使用を禁止されている場所では使用しないでください。
電子機器や医療機器に影響を及ぼすおそれがあり、事故の原因となります。

高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。

安全上のご注意

※影響を受けるおそれがある機器の例：
• 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知器・自動ドア など。
• 心臓ペースメーカーやその他医用電気機器をお使いの場合は、電波による影響について各機器メー
カー、もしくは販売業者にご相談ください。

以下に記載する 4 項目は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの使用
に関する指針」
（電波環境協議会／平成 9 年 4 月）に準拠しています。
植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部位から
22cm 以上離して携行および使用してください。

電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。

表示記号の説明

危険

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動
器を装着している方がいる可能性がありますので、本製品およびパソコン、無線 LAN 端末の電
源を切り、本製品の使用を控えてください。

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重
傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

電波の影響で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤作動することがあります。

警告

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重
傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

医療機関の屋内では以下のことを守って使用してください。
• 病棟内では、本製品およびパソコン、無線 LAN 端末の電源を切り、本製品を使用しないでください。

注意

この表示の内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可
能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示して
います。

• 手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU) には本製品を持ち込まないでください。
• ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本製品およびパソコン、無線 LAN 端末の
電源を切り、本製品を使用しないでください。
• 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に
従ってください。

図記号の説明

禁止

分解禁止

濡れ手禁止

水濡れ禁止

風呂、シャワー室での
使用禁止

指示

電源プラグを必ず
コンセントから抜く

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以
外の医用電気機器を使用される場合、電波による影響について個別に医用電気機器メー
カーなどにご確認ください。

本製品の取り扱いにおける禁止事項（してはいけないこと）を示していま
す。
本製品を分解すると感電などの傷害を負うおそれがあるので、分解しては
いけないことを示しています。
本製品を濡れた手で扱うと感電するおそれがあるので、濡れた手で触って
はいけないことを示しています。

電波の影響で、電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。

自動車の電子機器に影響が出る場合は使用しないでください。
自動車が安全に走行できなくなるおそれがあります。

本製品を風呂、シャワー室で使用すると漏電による感電や発火のおそれが
あるので、風呂、シャワー室で使用してはいけないことを示しています。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
本製品、EM chip に無理な力を加えないでください。

皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用を止め、医師の診断を受けてください。

お客さまの体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる場合があります。

製品本体

ACアダプタ
USBケーブル

使用箇所

使用材料・表面処理

本体
ディスプレイパネル
操作ボタン
microSDカードスロットカバー
EM chipスロット
電池パック接続端子
本体
端子部
本体
USB接続端子

PC樹脂
アクリル樹脂
PC樹脂
PC樹脂
耐熱樹脂（UL94V-0）、銅合金
ニッケル銅合金、金メッキ
ABS樹脂、PC樹脂
銅メッキ、ニッケルメッキ
PVC
真鍮、金メッキ

電池パック（リチウムイオンポリマー電池パック）について、
次のことをお守りください。発熱、
発火、
破裂や感電の原因となります。

発熱、発火、感電や故障の原因となります。

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

本体に無理な力を加えないでください。

充電には、
指定の AC アダプタ（PCS31HWZ10）以外のものを使用しないでください。また、
電池パックは指定機器以外の機器には使用しないでください。

ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では、使用しないでください。

直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火やストーブのそばなどの高温の場所に放置しないでく
ださい。

発熱、発火、破裂、故障の原因となります。
爆発や火災の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
発熱、発火、感電や故障の原因となります。

すき間から異物を入れないでください。

発熱、発火、感電や故障の原因となります。

煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態には、すぐに本製品を AC アダプタまたはパソ
コンから取り外し、本製品の電源を切ってください。

そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。すぐに本製品を AC アダプタまたはパソコ
ンから取り外し、本製品の電源を切ってから電池パックを外してください。煙や異臭が出なくなった
ことを確認してお問い合わせ先（裏面参照）にご連絡ください。

内部に水などが入った場合には、すぐに本製品を AC アダプタまたはパソコンから取り外し、
本製品の電源を切ってください。
そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。すぐに本製品を AC アダプタまたはパソコ
ンから取り外し、本製品の電源を切ってから電池パックを外して、お問い合わせ先（裏面参照）など
にご連絡ください。

煙が出ている、変な臭いがするなどの異常な状態の場合は、すぐに AC アダプタをコンセント
から抜き、パソコンと USB ケーブルで接続中の場合はパソコンから取り外し、本体の電源を切
り、電池パックを取り外し、お問い合わせ先（裏面参照）にご連絡ください。
そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因になります。

充電は必ず周囲温度 0 〜 35℃の範囲で行ってください。
電池パック内部の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐにきれいな水で洗い流してください。
皮膚がかぶれたりする原因となることがあります。

電池パックを本体に装着する際に、サビ、異臭・発熱、その他異常と思われたときは、電池パッ
クを本体に装着しないで、お問い合わせ先（裏面参照）にご連絡ください。
小児が使用する際には、保護者が本書の内容を教え、また、使用の途中においても、本書どおり
に使用しているかどうか注意してください。

危険
改造や分解・修理はしないでください。

AC アダプタはコンセントに直接接続してください。
タコ足配線は過熱し、火災の原因となります。

使用されないときには、安全のため、AC アダプタをコンセントおよび本体から取り外しておい
てください。
煙が出ている、変な臭いがするなどの異常な状態の場合は、すぐに AC アダプタをコンセントか
ら抜き、
本体の電源を切り、
電池パックを取り外し、
お問い合わせ先（裏面参照）にご連絡ください。
そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
それ以外の電圧で使用されますと、火災の原因となります。
AC アダプタ：100 〜 240V

濡れた手で AC アダプタを抜き差ししないでください。
感電のおそれがあります。

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

倒れて内部に水などが入りますと、火災や感電の原因となります。

AC アダプタに強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

充電時間／使用時間の目安

感電、故障、発火の原因となります。

この電池パックは、指定の機器以外では使用しないでください。
装着するとき、電池パックの向きが決められています。本製品にうまく装着できないときは、無
理をしないでください。電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。

警告

充電時に、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。

AC アダプタのコネクタを針金などの導電性物質でショートさせないでください。

危険

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

発熱、発火、破裂、故障、本人や他の人のけがの原因となります。

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。

コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。

電池パックに関する注意事項

浴室などで使用したり、水の中につけたりしないでください。

液体がこぼれて濡れると、感電、発熱、故障の原因となります。

液もれ、変色、変形など今までと異なることに気がついたときは、使用しないでください。

本体に接続する AC アダプタは、必ず同梱の PCS31HWZ10 を使用してください。他の AC
アダプタは使用しないでください。

けがをするおそれがあります。

本製品に使用された材料や表面処理は以下に記載したとおりです。

感電や故障の原因となります。

コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。

電池パックから液がもれたり、異臭がしたりするときには、直ちに使用をやめて火気より遠ざけ
てください。

ACアダプタに関する注意事項

警告

人が密集している場所では、使用しないでください。

濡れた手で触らないでください。

水や海水につけたり、雨滴などで濡らしたりしないでください。万一、濡れた場合には、直ちに
使用をやめてください。

落下して、けがや故障の原因となります。
故障、けがの原因となります。

AC アダプタまたはパソコンの電源プラグを必ずコンセントから抜いてい
ただくことを示しています。

発熱、発火、感電や故障の原因となります。なお本製品の改造は電波法違反になります。

また本製品が高温になり、やけどの原因になる可能性があります。

濡れた手で触らないでください。

間違えて飲み込むなど、事故やけがの原因となります。

EM chip を間違えて飲み込むなど、事故やけがの原因となります。

分解、改造をしないでください。

発熱、発火、機器の変形、変色や故障の原因となります。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

EM chip を飲み込む、感電するなどの事故やけがの原因となります。

危険

強い日光や熱風が直接当たる所、炎天下の車内、暖房器具のそばなど、高温になる所での使用、
放置はしないでください。

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

注意

乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、使用する際にも、乳幼児が本製品から電池
パックを取り出さないように注意してください。

小児や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

小児が使用するときは、取り扱いに問題がないことを保護者が確認してください。

本製品の取り扱いにおける指示事項（必ず実行していただくこと）を示し
ています。

具体的な内容は図記号とともに文章で示します。

GP01本体に関する注意事項

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火などの原因となります。

感電やけがの原因となります。

注意

本製品を水に濡らすなどして使用すると漏電による感電や発火のおそれが
あるので、水に濡らしてはいけないことを示しています。

本 製 品 の USB コ ネ ク タ に
USB ケ ー ブ ル の microUSB
コネクタを接続します。

本製品を初めてパソコンに接続したときは、デバイスドライバのインストーラーが自動的
に起動します。詳しくは取扱説明書の「EMOBILE GP01 ドライバをインストールする」
の各ページを参照してください。

ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。

警告

コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。

電子機器の動作に影響を及ぼすおそれがあります。

ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」をよくお読みになり、安全に正しくお取り扱いください。

この「安全上のご注意」は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安
全に正しくお使いいただくための内容を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守り
ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
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針を刺す、ハンマーでたたく、踏みつけるなどの強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでく
ださい。
外傷、変形の著しい電池パックは使用しないでください。

落雷のおそれがあるときは、落雷による感電・火災の防止のため、本体の電源を切り、AC アダ
プタをコンセントから抜いてください。
電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。

注意
AC アダプタを抜くときは、コードを引っ張らないでください。
コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

周囲温度 -10 〜 55℃、湿度 5 〜 95％の範囲でご使用ください。
直射日光の当たる場所で使用および放置しないでください。

分解、改造、ハンダ付けをしないでください。

ほこりの多い場所に置かないでください。

水や火の中に投入したり、加熱したりしないでください。

落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。

端子をショートさせないでください。金属小物（鍵、アクセサリー、ネックレスなど）と一緒に
持ち運んだり、保管したりしないでください。
電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しないでください。
ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では電源を切ってください。
電池パックからもれた液が眼に入ったときには、きれいな水で洗い、すぐに医師の治療を受けて
ください。失明のおそれがあります。

重いものを載せないでください。
電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるかったりするときは使用しないでください。
布などでくるまないでください。

裏面に続く→

充電時間※1

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＞、
ポータブルデバイス編
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

約3時間（ACアダプタ）／ 約4時間（USB接続）

連続動作時間※2

連続通信時間※2

約300時間

約4時間

※ 1: 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。
※ 2: 連続動作時間、連続通信時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。
お願い

保証書を含め付属品は大切に保管してください。

電源を入れる
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
本製品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。
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、本製品の電源が入っている状態では
絶対に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。

■

電源ボタン（
れます。

）を約 5 秒押して電源を入

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。

電源ボタン
（

）

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。

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）
）を
無線 LAN を再接続するときは電源ボタン（
マークを点灯させます。
約 1 秒押し
※ 電源ボタン（
なります。

）を約 5 秒以上押すと電源がオフに

面
に
続
き
ま
す
。

EM chip（USIM カード）について：

1
2

裏

EM chip（USIM カード）と電池パックを取り付ける

無線 LAN で接続する
画面表示や手順は Windows 7 で、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WEP」の場合を
例にして説明しています。
• Windows Vista、Windows XP、Mac の接続方法については、取扱説明書の「2 無線 LAN で
接続する」の「Windows パソコンを接続する（Windows 7、Vista）」、「Windows パソコン
を接続する（Windows XP）」、「Mac を接続する」の各ページを参照してください。
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パソコンの無線 LAN 機能をオンにします。

「スタート」メニューから「コントロールパネル」
をクリックし、
「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」の順に選択
します。
右の画面が表示されます。

「ネットワークに接続」をクリックします。
本製品の「SSID」
（GP01-XXXXXXXXXXXX）
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。

5
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右の画面で「セキュリティ キー」に WEP キー
を正しく入力し、「OK」をクリックします。

• 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。
• 上記の操作 2 〜 3、またはタスクトレイの ア
イコンをクリックして接続状態の画面を開き、
「接
続」という文字が出ていることを確認します。

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
通信の安全性を高めるために、認証方式は WEP よりも WPA/
WPA2 に設定することをお勧めします。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。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。

■USB ケーブルで接続する

パソコンに USB ケーブルで接続する場合は、取扱説明書の「USB ケーブルで接続する（Windows
パソコンの場合）」または「USB ケーブルで接続する（Mac の場合）」の各ページを参照してください。
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本体とパソコンを付属の USB ケーブルで接続します。

• パソコンが本体を認識するまで約 45 秒かかります。
• 初めてパソコンと接続する場合はドライバのインストールが必要となります。
※ インストール方法など詳しくは取扱説明書の「EMOBILE GP01 ドライバをインストー
ルする」の各ページを参照してください。

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。（ アイコンは使用しません）
※

アイコンは、接続設定や WiFi のセキュリティの変更などを行う際に使用します。詳し
くは取扱説明書の「各種機能を設定する」の各ページ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、下記手順を行ってください。
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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 GP01 設定ツールを起動します。
右の画面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（リセット）
※ EM chip の登録内容と microSD カードに保存した内容は、削除されません。

■本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻す場合
本製品の電源が入った状態で、電池カバーを取り外
して、側面にある 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。
・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。

■本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻し、受信したメッセージを
削除する場合
1. GP01 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「GP01 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。

※ 2011 年 9 月現在、イー・モバイルからメッセージの配信は行っておりません。

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ボタン（
）
を約 1 秒押してください。
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. GP01 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。

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. 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
45 秒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、取扱説明書の「イ
ンストーラーが自動的に起動しない場合」の各ページを
参照してください。
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。

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。

【 お問 い合わ せ先 】

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 ： 1 5 7（ 無 料 ）
一 般 電 話 から ： 0 1 2 0 - 7 3 6 - 1 5 7（ 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
受付時間

： + 8 1 3 6 8 3 1 3 3 3 3（ 有 料 ）

9：0 0 〜 2 1：0 0（ 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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