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SIM カードの挿入
SIMカードのチップ側を下にし、切り欠き側を外側にしてス
ロットに挿入します。

micro-SIM (3FF)mini-SIM (2FF) nano-SIM (4FF)

Mobile WiFi の電源を入れる
Mobile WiFi E5785（以下「本端末」と表記）の電源を入れ
るには、電源ボタンを長押しします。本端末の電源を入れ
ると、モバイルネットワーク信号を自動的に検索します。

本端末が信号をまったく受信しない、または信号の受
信状態が弱い場合は、以下の「よくあるご質問」セク
ションを参照してください。
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インターネットにアクセスする
デバイスを本端末に接続してインターネットにアクセスし
ます。本端末のメニューボタンを押してメニュー画面を開
き、Wi-Fi®ネットワーク名（SSID）とパスワード（PWD）
を確認します。

xxxxxxxx

SSID: XXXXXXXX 
PWD: XXXXXXXX 

本端末に接続したあとでインターネットにアクセスで
きない場合は、以下の「よくあるご質問」セクション
を参照してください。デバイス管理

アプリを使用する：以下のQRコードをスキャンして、
HUAWEI AI Lifeアプリをダウンロードし、Wi-Fi名やパスワ
ードの変更、データ通信量の確認など本端末を管理するこ
とができます。
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アプリでデバイスを追加できない場合は、アプリの最
新版を使用しているか確認してください。

ブラウザを使用する：ウェブベースの管理ページを使用し
て本端末を管理できます。本端末のメニューボタンを押し
てメニュー画面を開き、デフォルトのIPアドレス、パスワ
ード等を確認します。

• ウェブベースの管理ページにアクセスできない場合
は、モバイル端末またはコンピュータが本端末に接
続されているか確認してください。

• デフォルトのWi-Fi名とパスワード、およびデフォル
トのログインパスワードを変更して、データの安全
性を確保するようにしてください。充電

ファーウェイ純正の充電ケーブルと電源アダプタを使用し
てください。
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各部の名称

3

1

2

4

5

6

1 リセットボタン 2 SIMカードスロット
3 メニューボタン 4 USBポート
5 液晶画面 6 電源ボタン

本端末の電源をオフにするには：液晶画面が消えるまで電
源ボタンを長押しします。
本端末を初期設定に復元するには：本端末の電源が入って
いる状態でピンを使用してリセットボタンを長押ししま
す。

4



よくあるご質問
本端末がまったく電波を受信しない場合や、インタ
ーネットに接続できない場合はどうすればいいで
すか？
• SIMカードのサイズが正しく、スロットに正しく挿入さ

れていることを確認してください。
• SIMカードがバランスよく挿入されていることを確認し

てください。SIMカードが新しい場合は、インターネッ
トにアクセスできることを確認してください。

• PIN認証機能が有効になっている可能性があります。1)
HUAWEI AI Lifeアプリを開き、詳細設定 (Advanced
Settings) > PIN管理 (PIN Management) を選択して、正
しいPINコードを入力します。2) PINを定期的に入力し
ない場合は、この機能を無効にしてください。

• 問題が解決しない場合は、本端末を初期設定に戻してか
ら再試行してください。

本端末の受信電波の強度が弱い場合、またはインタ
ーネットの速度が遅い場合はどうすればよいです
か？
• 本端末を窓の近くに移動するか、障害物のない場所で使

用して、電波の受信強度を高めてください。
• 本端末を設置している場所で、モバイル端末の電波強度

が良好な場合は、本端末を初期設定に戻してから再試行
してください。

本端末を初期設定に戻すには、上記の「各部の名称」
セクションを参照してください。

使用しない期間が続いたあとに、本端末に接続でき
ない場合はどうすればよいですか？
本端末がスリープモードになっているか、電源がオフにな
っている可能性があります。
• 本端末の電源ボタンを押してください。液晶画面が表示

される場合は、本端末がスリープモードになっていたこ
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とを示します。このモードでは、節電のために本端末が
Wi-Fiを自動的に無効にします。HUAWEI AI Lifeアプリで
スリープモードを無効にすることもできます。

• 電源ボタンを押しても反応がない場合、本端末の電源が
オフになっています。再度電源をオンにするには、電源
ボタンを長押ししてください。

ワイヤレスデバイスの使用が禁止されている場所（飛
行中の機内など）では、本端末を使用しないでくださ
い。また、電源を必ずオフにしてください。

法律上の注意事項
Copyright © Huawei 2020.All rights reserved.
本書は、Huawei Technologies Co., Ltd. およびその関連会
社 （以下「Huawei」） の書面による事前の同意なくいか
なる形式や方法でも、複製または転載することはできませ
ん。
本書に記載されている製品には、Huawei およびライセンス
許諾者の著作権のあるソフトウェアが含まれている場合が
あります。いかなる方法によっても 上記ソフトウェアを複
製、配布、変更、逆コンパイル、逆アセンブル、暗号解読、
抽出、リバースエンジニアリング、貸借、譲渡またはサブ
ライセンス許諾を行ってはなりません。ただし、そのよう
な制限が適用法により禁止されている場合、またはそのよ
うな行為が各著作権保持者により承認されている場合を除
きます。
商標と許可

、  と はHuawei Technologies
Co., Ltdの商標または登録商標です。
LTE は ETSI の商標です。
Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIEDロゴとWi-FiロゴはWi-Fi Allianceの
商標です。
本書内に記載されるその他の商標、製品、サービスおよび
会社名は、それぞれの権利者に帰属します。
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注意
本書に記載されている製品とその付属機器の一部の機能
は、インストールされているソフトウェア、ローカルネッ
トワークの機能と設定などに依存するため、現地のネット
ワーク事業者またはネットワークサービスプロバイダによ
って有効にできない場合や制限されていることがありま
す。
そのため、本書に記載される説明は、購入された製品また
はその付属品と完全に一致しない場合があります。
Huawei は、事前通知または法的責任を負うことなく、本書
に記載されている情報や仕様を変更または修正する権限を
有しています。
免責事項
本書の内容は現状のままで提供されます。適用法により必
要とされる場合を除き、本書の正確性、信頼性、内容に関
して、販売性、特定目的との適合性などを含む（ただしこ
れらに限定されない）明示または非明示の保証を行いませ
ん。
Huaweiは適用法が許容する最大範囲まで、特殊な損傷、故
意による損傷、間接的または誘発的損傷、あるいは利益、
業務、収益、データ、信用、または予定していた利益の損
失に対する責任を負いません。
本書に記載されている製品の使用に起因して生じる
Huaweiの最大責任範囲（この制限は、適用法が当該制限を
禁止する範囲まで、個人的な負傷に対する責任には適用さ
れない）は、お客様が本製品に支払った購入代金を上限と
します。
輸出入規制
お客様は輸出入に関して、該当するすべての法律および規
制に従い、ソフトウェアや技術情報など、本書に記載され
ている製品の輸出、再輸出、または輸入に必要な全ての公
的許可やライセンスを取得する責任を負うものとします。
個人情報保護方針
当社による個人情報の使用および保護に関する詳細は、当
社の個人情報保護方針
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（https://consumer.huawei.com/privacy-policy）をご確認
ください。
この端末の個人情報の取り扱いおよび保護については、
Web管理ページまたは HUAWEI AI LifeアプリからHuawei
モバイルブロードバンドデバイスおよび個人情報保護に関
する声明にアクセスし、当社のプライバシーポリシーをお
読みください。
ソフトウェア更新
本端末をそのまま使用することで、以下の内容を確認して
同意したことになります。
より優れたサービスを提供するために、本端末では、イン
ターネット接続後にHuaweiまたはご利用の通信事業者か
らソフトウェア更新情報を自動的に取得します。このプロ
セスでは、モバイルデータ通信が発生します。また、ご利
用の端末で更新が必要かどうかを確認するために、ご利用
の端末の一意の識別子（IMEI/SN）とサービスプロバイダネ
ットワークID（PLMN）へのアクセスが必要になります。
本端末は、自動更新機能をサポートしています。この機能
が有効になっている場合、重要な更新プログラムを端末が
自動的にHuaweiまたは通信事業者からダウンロードして
インストールします。この機能は初期設定で有効になって
いますが、Web管理ページの設定メニューから無効にする
ことができます。
安全上のご注意
この項では本端末の操作に関する重要な内容を記載してい
ます。この端末を安全に使用していただくための情報も説
明しています。実際に端末を使用する前にこうした情報を
よくお読みになってください。
電子機器
本端末の使用が禁止されている場合は、ご使用にならない
でください。本端末を使用することにより、危険を招く場
合やその他の電子機器との干渉が発生する場合には、本端
末を使用しないでください。
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医療機器との干渉
• 病院や医療機関で定められた規則に従ってください。使

用が禁止されている場所では使用しないでください。
• 一部の無線デバイスは補聴器やペースメーカーの性能に

影響を与える可能性があります。詳細はサービスプロバ
イダにお問い合わせください。

• ペースメーカー製造企業では、ペースメーカーとの干渉
を回避するためにペースメーカーとデバイスを最低
15cm以上離して使用することを推奨しています。ペー
スメーカーを使用する場合、本端末をペースメーカーの
反対側で携行し、前のポケットで携行しないでください。

引火または爆発の恐れのある場所
• ガソリンスタンド、給油施設、薬品工場等、引火や爆発

の恐れのある場所で本端末を使用しないでください。こ
うした場所で使用すると爆発や火災が生じる危険性が高
くなります。すべての標識と指示に従ってください。

• 本端末を可燃性液体、ガス、爆発物などと一緒に保管し
たり、輸送しないでください。

交通上の安全について
• 本端末の使用時には現地の法律を遵守してください。事

故防止のため、運転中は本端末を使用しないでください。
• 運転に集中し、安全運転を心がけてください。
• 本端末からの電波が車載電子機器に干渉する場合があり

ます。詳細は、自動車メーカーにお問い合わせください。
• 本端末をエアバックの上やエアバックが開く場所に置か

ないでください。これによりエアバックが開いたときに
ケガをする恐れがあります。

• 無線機器は飛行機の航空システムを妨害するおそれがあ
ります。航空会社のルールに従い、無線機器の使用が許
可されていない場所で本端末を使用しないでください。

動作環境
• ほこりや湿気などの多い場所や磁器の近くでのご使用は

避けてください。こうした環境で本端末を使用すると、
故障することがあります。
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• 雷が発生している場合、雷から本端末を保護するために
本端末を使用しないでください。

• 動作温度は0 °C ～ 35 °Cです。保管温度は-20 °C ～
+60 °Cです。極端に高温または低温になると、本端末や
付属品が損傷する場合があります。

• 本端末および付属品を保管する際は、風通しが良い場所
に置き、直射日光を避けてください。本端末をタオルな
どで覆ったりしないでください。本端末を箱やカバンな
どの風通しの悪い場所に置かないでください。

• 本端末を直射日光の当たる場所（車内やダッシュボード
など）に長時間放置しないでください。

• 本端末や付属品を火災や感電の危険から保護するため
に、雨や湿気を避けてください。

• 本端末をヒーター、電子レンジ、ストーブ、給湯器、ラ
ジエータ、キャンドル等、火のそば、高温の場所に置か
ないでください。

• 本端末の温度が高くなっている場合は、本端末またはア
プリケーションの使用をしばらくやめてください。長時
間高温の機器に触れていると、赤い斑点やしみなどの低
温やけどの症状が発生することがあります。

• 本端末のアンテナに触れると、通信品質が低下する場合
があります。

• お子様やペットが本端末や付属品に噛みついたり、誤っ
て飲み込んだりしないようにしてください。損傷や爆発
の原因となります。

• 現地の法律や規則を遵守し、他人のプライバシーや法的
権利を尊重してください。

お子様の安全について
• お子様の安全上の注意事項を必ず遵守してください。子

供に本端末および付属品で遊ばせると危険です。本端末
には窒息の原因となる装着式の部品が含まれています。
お子様の手の届かないところにおいてください。

• 本端末および付属品はお子様による使用を意図していま
せん。お子様が本端末を使用する際には、保護者の監視
の下で使用するようにしてください。
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付属品
• 指定品以外の電源アダプタ、充電器、電池パックを使用

すると、発熱、発火、火災などの原因となります。
• 本端末の製造メーカーによる本モデルに対応した正規の

付属品のみをご使用ください。正規以外の付属品を使用
した場合は、保証の対象外となる場合があります。また
現地の法律に違反しているおそれがあり、危険です。ご
利用の地域での正規付属品の利用可否については、販売
店にお問い合わせください。

充電器の安全について
• プラグの着脱が可能な端末については、コンセントの近

くに端末を置いて、簡単に接続できるようにしてくださ
い。

• 未使用時は充電器をコンセントから外し、本端末からも
外してください。

• 充電器を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
• 電源ケーブルが損傷していたり、プラグが緩んでいる場

合は、直ちに使用を中止してください。続けて使用する
と、感電、短絡、発火の原因になります。

• 濡れた手で本端末や充電器に触れないでください。感
電、短絡、故障の原因になります。

• 充電器を濡れた場所や湿気の多い場所に置いていた場
合、ファーウェイ正規のサービスセンターで検査しても
らってください。

• 充電器がIEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1の第2.5節
の要件に適合し、国や現地の規格に従って試験、承認さ
れていることを確認してください。

• 本端末は、USB-IFロゴが付いた製品やUSB-IFプログラム
に準拠した製品に対してのみ接続してください。

電池パックの安全について
• 鍵や金属製のアクセサリーなどを電池パックの端子部に

接触させないでください。電池パックの短絡、けがやや
けどの原因となります。
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• 電池パックは高温および直射日光を避けて保管してくだ
さい。また電子レンジ、ストーブまたはラジエータなど
電熱装置のそばに置かないでください。電池パックの温
度が高すぎると、発熱、漏液、発火する場合があります。

• 電池パックを改造・分解したり、異物を入れたり、水や
液体で濡らしたりしないでください。発熱、発火、火災
などの原因となります。

• 電池パックの液漏れが発生した場合、直接皮膚や目に入
らないようにしてください。液が皮膚についたり、飛散
して目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い落と
し、医師の診断を受けてください。

• 充電時や保管時に電池パックが変形したり、変色したり、
高温になった場合は、すぐに本端末の使用をやめて電池
パックを取り外してください。続けて使用すると、電池
パックの漏液、発煙、発火につながるおそれがあります。

• 火の中に端末を投げ入れないでください。爆発する場合
があります。

• 使用済み電池パックは、各自治体の規定に従って廃棄し
てください。取扱いを誤ると、火災や爆発などの原因と
なります。

• お子様やペットが本端末や電池パックに噛みついたり、
誤って飲み込んだりしないようにしてください。やけど
や怪我などの事故、発火や火災の原因となります。

• 電池パックを傷つけたり、高圧にさらさないでください。
短絡や発熱の原因となります。

• 本端末や電池パックを落とさないでください。発熱、発
火などの原因になる場合があります。。

• 待受時間が極端に短い場合、電池パックを交換してくだ
さい。

• 危険
次のことはしないでください
指定機器以外での使用
火中投入や加熱
専用充電器以外での充電
分解・改造・端子のショート
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掃除とお手入れ
• 本端末および付属品は濡らさないようにしてください。

本端末および付属品を乾かす際は、電子レンジやドライ
ヤーなどの熱風を使用しないでください。

• 極端な高温または低温の場所に置かないでください。故
障、火災、爆発の原因となることがあります。

• 掃除する際に衝撃を与えないようにしてください。故
障、過熱、火災、爆発の原因となります。

• 本端末の使用中に掃除やお手入れをしないでください。
必ずすべてのアプリケーションを 停止し、接続されてい
るすべてのケーブルを 外してから行ってください。

• 本端末および付属品を掃除する際に、化学洗剤、パウダ
ー、その他の化学薬剤（アルコールやベンジン）は使用
しないでください。傷や発火の原因となる場合がありま
す。柔らかい清潔な布で乾拭きしてください。

• クレジットカード、テレフォンカードなどの磁気ストラ
イプカードを長時間本端末のそばに置かないでくださ
い。長時間そばに置いておくと、磁気カードが損傷する
ことがあります。

• 本機および付属品を分解、改造しないでください。これ
は保証の対象外となり、メーカーは一切の責任を負いま
せん。損傷した場合のサポートおよび修理について、フ
ァーウェイ正規のサービスセンターにお問い合わせくだ
さい。

処分およびリサイクルに関する情報

本端末、バッテリー、パッケージ上に描かれた車輪付きゴ
ミ箱にバツ印がついた記号は、製品を一般の家庭ごみとと
もに廃棄してはならないことを示すものであり、適切に分
別して廃棄する必要があります。 電気・電子機器廃棄物

（WEEE）およびバッテリーは、リサイクルや分別回収処理
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を行うため、指定された収集場所にユーザー自身の責任で
廃棄してください。
本端末を適切に収集およびリサイクルすることにより、電
気・電子機器廃棄物は価値の高い物質を残したままリサイ
クルされ、人体と環境を保護します。利用終了時に不適切
に処理したり、誤って破壊や損傷してしまったり、正しく
リサイクルできない場合には、人体や環境に害を及ぼすお
それがあります。 電気・電子機器廃棄物の廃棄方法や廃棄
場所に関する詳細は、現地の管理局、販売店、または家庭
用のごみ処理業者に問い合わせるか、 https://
consumer.huawei.com/en/ をご参照ください。
有害物質の削減
本端末および電子付属品は、電子機器での特定の危険物質
の使用の制限に関する現地の規則（EU REACH、RoHSand
バッテリー規則（バッテリーが含まれる場合））を遵守し
ています。 REACHおよびRoHSへの適合に関する宣言は、
当社のWebサイト（ https://consumer.huawei.com/
certification ）をご確認ください。
EU 規制適合
高周波被曝要件：
高周波被曝に関する重要な安全情報：
高周波被曝ガイドラインでは、本端末を人体から最低0.5
cm離して使用する必要があります。このガイドラインを
遵守できない場合は、規定以上の高周波被曝を受ける場合
があります。
認証情報（SAR）
本端末は国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準およ
び電波防護の国際ガイドラインに適合しています。
本端末は、低出力の無線送受信機です。国際的ガイドライ
ンで推奨されるように、本端末は無線電波への暴露制限を
超えないよう設計されています。これらのガイドライン
は、独立科学機関である国際非電離放射線防護委員会

（ICNIRP）が作成したもので、年齢や健康状態を問わず、す
べてのユーザーの安全性を確保するための安全措置が盛り
込まれています。
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比吸収率(SAR)は、デバイス使用時に人体が吸収する無線周
波数エネルギー量の測定単位です。試験機関では、認定さ
れた最大の電力レベルでSAR値の判定が行われていますが、
実際の利用時のSARレベルはこの値よりも低くなります。
これは、ネットワークに到達するために必要な最小電力を
使うようにデバイスが設計されているためです。
欧州のSAR上限は任意生体組織10グラムあたり平均
2.0W/kgです。本端末の最大SAR値はこの制限に適合して
います。
声明
Huawei Technologies Co., Ltd.は、本端末 E5785-320が指
令2014/53/EUの基本的要件およびその他の関連規定に適
合していることをここに宣言します。
適合宣言書（DoC）の最新かつ有効なバージョンは、 https://
consumer.huawei.com/certification で確認可能です。
本端末は、EUのすべての加盟国で使用できます。
本端末を利用する国や地域の規則に従ってください。
本端末は現地のネットワークにより、利用が制限される場
合があります。
2.4GHz帯における制限：
ノルウェイ:このサブセクションは、中央Ny-Ålesundから半
径20 km以内の地域には適用されません。
5 GHz帯における制限：
指令2014/53/EUの10条（10）に従って、本パッケージに
は、本無線機器が次の国で利用した場合に一部制限を受け
ることを表記しています：ベルギー（BE）、ブルガリア

（BG）、チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、ドイツ
（DE）、エストニア（EE）、アイルランド（IE）、ギリシャ
（EL）、スペイン（ES）、フランス（FR）、クロアチア
（HR）、イタリア（IT）、キプロス（CY）、ラトビア（LV）、

リトアニア（LT）、ルクセンブルグ（LU）、ハンガリー
（HU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、オーストリア
（AT）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニ

ア（RO）、スロベニア（SI）、スロバキア（SK）、フィン
ランド（FI）、スウェーデン（SE）、イギリス（UK）、ト
ルコ（TR）、ノルウェー（NO）、スイス（CH）、アイス
ランド（IS）、リヒテンシュタイン （LI）。
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動作周波数の範囲が5150 - 5350 MHzの場合は、本端末の無
線LAN機能は室内での利用のみに制限されます。
周波数帯と電力
(a) 無線機器が動作する周波数帯：国や地域によっては、一
部の周波数帯が利用できない場合があります。詳細につい
ては、現地の通信事業者にお問い合わせください。
(b) 無線機器が動作する周波数帯で送信される最大無線周
波数電力：すべての周波数帯における最大電力は、関連す
る整合規格で規定された上限値より低くなっています。
本無線機器に適用可能な周波数帯と送信電力（放射および/
または伝導）の公称制限値は以下の通りです。
GSM900:35.5dBm, GSM1800:32.5dBm,
WCDMA900/2100:25.7dBm, LTE Band 1/3/7/8/20/28/38:
25.7dBm, LTE Band42: 26dBm, Wi-Fi 2.4G:20dBm, Wi-Fi
5G: 5150-5350MHz: 23dBm, 5470-5725MHz: 30dBm
アクセサリとソフトウェア情報
国や地域によっては、一部のアクセサリはオプションとな
ります。オプションのアクセサリは、必要に応じて正規の
販売店から購入することができます。以下のようなアクセ
サリを使用することをお勧めします。
アダプタ: HW-050200X02（Xは使用している各種プラグを
示し、地域ごとにC, U, J, E, B, A, I, R, Z, Kが使用されます）
バッテリー： HB824666RBC
本製品のソフトウェアバージョンは10.0.5.1(H170SP7C00)
です。ソフトウェアのアップデートはメーカーによりリリ
ースされます。アップデートを通じて、製品リリース後の
バグの修正や機能強化が行われます。メーカーによりリリ
ースされたすべてのソフトウェアバージョンは 、検証が実
施されており、関連する規則にも準拠しています。
すべての高周波パラメータ（周波数範囲や出力電力など）
はユーザーからアクセスしたり、変更することはできませ
ん。
アクセサリやソフトウェアに関する最新の情報について
は、 https://consumer.huawei.com/certification で適合宣
言書（DoC）をご確認ください。
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ご利用の国や地域の最新のホットラインおよびメールアド
レスについては、https://consumer.huawei.com/en/
support/hotline を確認してください。
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	SIMカードの挿入SIMカードのチップ側を下にし、切り欠き側を外側にしてスロットに挿入します。Mobile WiFiの電源を入れるMobile WiFi E5785（以下「本端末」と表記）の電源を入れるには、電源ボタンを長押しします。本端末の電源を入れると、モバイルネットワーク信号を自動的に検索します。本端末が信号をまったく受信しない、または信号の受信状態が弱い場合は、以下の「よくあるご質問」セクションを参照してください。インターネットにアクセスするデバイスを本端末に接続してインターネットにアクセスします。本端末のメニューボタンを押してメニュー画面を開き、Wi-Fi®ネットワーク名（SSID）とパスワード（PWD）を確認します。
 
本端末に接続したあとでインターネットにアクセスできない場合は、以下の「よくあるご質問」セクションを参照してください。

デバイス管理アプリを使用する：以下のQRコードをスキャンして、HUAWEI AI Lifeアプリをダウンロードし、Wi-Fi名やパスワードの変更、データ通信量の確認など本端末を管理することができます。
 
アプリでデバイスを追加できない場合は、アプリの最新版を使用しているか確認してください。
ブラウザを使用する：ウェブベースの管理ページを使用して本端末を管理できます。本端末のメニューボタンを押してメニュー画面を開き、デフォルトのIPアドレス、パスワード等を確認します。
•ウェブベースの管理ページにアクセスできない場合は、モバイル端末またはコンピュータが本端末に接続されているか確認してください。•デフォルトのWi-Fi名とパスワード、およびデフォルトのログインパスワードを変更して、データの安全性を確保するようにしてください。

充電


ファーウェイ純正の充電ケーブルと電源アダプタを使用してください。


各部の名称




リセットボタンSIMカードスロットメニューボタンUSBポート液晶画面電源ボタン


本端末の電源をオフにするには：液晶画面が消えるまで電源ボタンを長押しします。
本端末を初期設定に復元するには：本端末の電源が入っている状態でピンを使用してリセットボタンを長押しします。
よくあるご質問本端末がまったく電波を受信しない場合や、インターネットに接続できない場合はどうすればいいですか？
•SIMカードのサイズが正しく、スロットに正しく挿入されていることを確認してください。•SIMカードがバランスよく挿入されていることを確認してください。SIMカードが新しい場合は、インターネットにアクセスできることを確認してください。•PIN認証機能が有効になっている可能性があります。1) HUAWEI AI Lifeアプリを開き、詳細設定 (Advanced Settings) > PIN管理 (PIN Management) を選択して、正しいPINコードを入力します。2) PINを定期的に入力しない場合は、この機能を無効にしてください。•問題が解決しない場合は、本端末を初期設定に戻してから再試行してください。

本端末の受信電波の強度が弱い場合、またはインターネットの速度が遅い場合はどうすればよいですか？
•本端末を窓の近くに移動するか、障害物のない場所で使用して、電波の受信強度を高めてください。•本端末を設置している場所で、モバイル端末の電波強度が良好な場合は、本端末を初期設定に戻してから再試行してください。
本端末を初期設定に戻すには、上記の「各部の名称」セクションを参照してください。

使用しない期間が続いたあとに、本端末に接続できない場合はどうすればよいですか？
本端末がスリープモードになっているか、電源がオフになっている可能性があります。
•本端末の電源ボタンを押してください。液晶画面が表示される場合は、本端末がスリープモードになっていたことを示します。このモードでは、節電のために本端末がWi-Fiを自動的に無効にします。HUAWEI AI Lifeアプリでスリープモードを無効にすることもできます。•電源ボタンを押しても反応がない場合、本端末の電源がオフになっています。再度電源をオンにするには、電源ボタンを長押ししてください。
ワイヤレスデバイスの使用が禁止されている場所（飛行中の機内など）では、本端末を使用しないでください。また、電源を必ずオフにしてください。

法律上の注意事項
Copyright © Huawei 2020.All rights reserved.本書は、Huawei Technologies Co., Ltd. およびその関連会社 （以下「Huawei」） の書面による事前の同意なくいかなる形式や方法でも、複製または転載することはできません。本書に記載されている製品には、Huawei およびライセンス許諾者の著作権のあるソフトウェアが含まれている場合があります。いかなる方法によっても上記ソフトウェアを複製、配布、変更、逆コンパイル、逆アセンブル、暗号解読、抽出、リバースエンジニアリング、貸借、譲渡またはサブライセンス許諾を行ってはなりません。ただし、そのような制限が適用法により禁止されている場合、またはそのような行為が各著作権保持者により承認されている場合を除きます。
商標と許可、 と はHuawei Technologies Co., Ltdの商標または登録商標です。LTE は ETSI の商標です。Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIEDロゴとWi-FiロゴはWi-Fi Allianceの商標です。本書内に記載されるその他の商標、製品、サービスおよび会社名は、それぞれの権利者に帰属します。
注意本書に記載されている製品とその付属機器の一部の機能は、インストールされているソフトウェア、ローカルネットワークの機能と設定などに依存するため、現地のネットワーク事業者またはネットワークサービスプロバイダによって有効にできない場合や制限されていることがあります。そのため、本書に記載される説明は、購入された製品またはその付属品と完全に一致しない場合があります。Huawei は、事前通知または法的責任を負うことなく、本書に記載されている情報や仕様を変更または修正する権限を有しています。
免責事項本書の内容は現状のままで提供されます。適用法により必要とされる場合を除き、本書の正確性、信頼性、内容に関して、販売性、特定目的との適合性などを含む（ただしこれらに限定されない）明示または非明示の保証を行いません。Huaweiは適用法が許容する最大範囲まで、特殊な損傷、故意による損傷、間接的または誘発的損傷、あるいは利益、業務、収益、データ、信用、または予定していた利益の損失に対する責任を負いません。本書に記載されている製品の使用に起因して生じるHuaweiの最大責任範囲（この制限は、適用法が当該制限を禁止する範囲まで、個人的な負傷に対する責任には適用されない）は、お客様が本製品に支払った購入代金を上限とします。
輸出入規制お客様は輸出入に関して、該当するすべての法律および規制に従い、ソフトウェアや技術情報など、本書に記載されている製品の輸出、再輸出、または輸入に必要な全ての公的許可やライセンスを取得する責任を負うものとします。
個人情報保護方針当社による個人情報の使用および保護に関する詳細は、当社の個人情報保護方針（https://consumer.huawei.com/privacy-policy）をご確認ください。この端末の個人情報の取り扱いおよび保護については、Web管理ページまたは
HUAWEI AI LifeアプリからHuaweiモバイルブロードバンドデバイスおよび個人情報保護に関する声明にアクセスし、当社のプライバシーポリシーをお読みください。
ソフトウェア更新本端末をそのまま使用することで、以下の内容を確認して同意したことになります。より優れたサービスを提供するために、本端末では、インターネット接続後にHuaweiまたはご利用の通信事業者からソフトウェア更新情報を自動的に取得します。このプロセスでは、モバイルデータ通信が発生します。また、ご利用の端末で更新が必要かどうかを確認するために、ご利用の端末の一意の識別子（IMEI/SN）とサービスプロバイダネットワークID（PLMN）へのアクセスが必要になります。本端末は、自動更新機能をサポートしています。この機能が有効になっている場合、重要な更新プログラムを端末が自動的にHuaweiまたは通信事業者からダウンロードしてインストールします。この機能は初期設定で有効になっていますが、Web管理ページの設定メニューから無効にすることができます。
安全上のご注意この項では本端末の操作に関する重要な内容を記載しています。この端末を安全に使用していただくための情報も説明しています。実際に端末を使用する前にこうした情報をよくお読みになってください。
電子機器本端末の使用が禁止されている場合は、ご使用にならないでください。本端末を使用することにより、危険を招く場合やその他の電子機器との干渉が発生する場合には、本端末を使用しないでください。
医療機器との干渉•病院や医療機関で定められた規則に従ってください。使用が禁止されている場所では使用しないでください。•一部の無線デバイスは補聴器やペースメーカーの性能に影響を与える可能性があります。詳細はサービスプロバイダにお問い合わせください。•ペースメーカー製造企業では、ペースメーカーとの干渉を回避するためにペースメーカーとデバイスを最低15cm以上離して使用することを推奨しています。ペースメーカーを使用する場合、本端末をペースメーカーの反対側で携行し、前のポケットで携行しないでください。
引火または爆発の恐れのある場所•ガソリンスタンド、給油施設、薬品工場等、引火や爆発の恐れのある場所で本端末を使用しないでください。こうした場所で使用すると爆発や火災が生じる危険性が高くなります。すべての標識と指示に従ってください。•本端末を可燃性液体、ガス、爆発物などと一緒に保管したり、輸送しないでください。
交通上の安全について•本端末の使用時には現地の法律を遵守してください。事故防止のため、運転中は本端末を使用しないでください。•運転に集中し、安全運転を心がけてください。•本端末からの電波が車載電子機器に干渉する場合があります。詳細は、自動車メーカーにお問い合わせください。•本端末をエアバックの上やエアバックが開く場所に置かないでください。これによりエアバックが開いたときにケガをする恐れがあります。•無線機器は飛行機の航空システムを妨害するおそれがあります。航空会社のルールに従い、無線機器の使用が許可されていない場所で本端末を使用しないでください。 動作環境•ほこりや湿気などの多い場所や磁器の近くでのご使用は避けてください。こうした環境で本端末を使用すると、故障することがあります。•雷が発生している場合、雷から本端末を保護するために本端末を使用しないでください。 •動作温度は0 °C ～ 35 °Cです。保管温度は-20 °C ～ +60 °Cです。極端に高温または低温になると、本端末や付属品が損傷する場合があります。•本端末および付属品を保管する際は、風通しが良い場所に置き、直射日光を避けてください。本端末をタオルなどで覆ったりしないでください。本端末を箱やカバンなどの風通しの悪い場所に置かないでください。•本端末を直射日光の当たる場所（車内やダッシュボードなど）に長時間放置しないでください。 •本端末や付属品を火災や感電の危険から保護するために、雨や湿気を避けてください。•本端末をヒーター、電子レンジ、ストーブ、給湯器、ラジエータ、キャンドル等、火のそば、高温の場所に置かないでください。•本端末の温度が高くなっている場合は、本端末またはアプリケーションの使用をしばらくやめてください。長時間高温の機器に触れていると、赤い斑点やしみなどの低温やけどの症状が発生することがあります。 •本端末のアンテナに触れると、通信品質が低下する場合があります。 •お子様やペットが本端末や付属品に噛みついたり、誤って飲み込んだりしないようにしてください。損傷や爆発の原因となります。•現地の法律や規則を遵守し、他人のプライバシーや法的権利を尊重してください。 
お子様の安全について•お子様の安全上の注意事項を必ず遵守してください。子供に本端末および付属品で遊ばせると危険です。本端末には窒息の原因となる装着式の部品が含まれています。お子様の手の届かないところにおいてください。•本端末および付属品はお子様による使用を意図していません。お子様が本端末を使用する際には、保護者の監視の下で使用するようにしてください。 
付属品•指定品以外の電源アダプタ、充電器、電池パックを使用すると、発熱、発火、火災などの原因となります。 •本端末の製造メーカーによる本モデルに対応した正規の付属品のみをご使用ください。正規以外の付属品を使用した場合は、保証の対象外となる場合があります。また現地の法律に違反しているおそれがあり、危険です。ご利用の地域での正規付属品の利用可否については、販売店にお問い合わせください。
充電器の安全について•プラグの着脱が可能な端末については、コンセントの近くに端末を置いて、簡単に接続できるようにしてください。•未使用時は充電器をコンセントから外し、本端末からも外してください。•充電器を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。•電源ケーブルが損傷していたり、プラグが緩んでいる場合は、直ちに使用を中止してください。続けて使用すると、感電、短絡、発火の原因になります。•濡れた手で本端末や充電器に触れないでください。感電、短絡、故障の原因になります。•充電器を濡れた場所や湿気の多い場所に置いていた場合、ファーウェイ正規のサービスセンターで検査してもらってください。•充電器がIEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1の第2.5節の要件に適合し、国や現地の規格に従って試験、承認されていることを確認してください。•本端末は、USB-IFロゴが付いた製品やUSB-IFプログラムに準拠した製品に対してのみ接続してください。
電池パックの安全について•鍵や金属製のアクセサリーなどを電池パックの端子部に接触させないでください。電池パックの短絡、けがややけどの原因となります。•電池パックは高温および直射日光を避けて保管してください。また電子レンジ、ストーブまたはラジエータなど電熱装置のそばに置かないでください。電池パックの温度が高すぎると、発熱、漏液、発火する場合があります。•電池パックを改造・分解したり、異物を入れたり、水や液体で濡らしたりしないでください。発熱、発火、火災などの原因となります。•電池パックの液漏れが発生した場合、直接皮膚や目に入らないようにしてください。液が皮膚についたり、飛散して目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い落とし、医師の診断を受けてください。•充電時や保管時に電池パックが変形したり、変色したり、高温になった場合は、すぐに本端末の使用をやめて電池パックを取り外してください。続けて使用すると、電池パックの漏液、発煙、発火につながるおそれがあります。•火の中に端末を投げ入れないでください。爆発する場合があります。•使用済み電池パックは、各自治体の規定に従って廃棄してください。取扱いを誤ると、火災や爆発などの原因となります。•お子様やペットが本端末や電池パックに噛みついたり、誤って飲み込んだりしないようにしてください。やけどや怪我などの事故、発火や火災の原因となります。•電池パックを傷つけたり、高圧にさらさないでください。短絡や発熱の原因となります。 •本端末や電池パックを落とさないでください。発熱、発火などの原因になる場合があります。。 •待受時間が極端に短い場合、電池パックを交換してください。• 危険次のことはしないでください 指定機器以外での使用 火中投入や加熱 専用充電器以外での充電分解・改造・端子のショート
掃除とお手入れ•本端末および付属品は濡らさないようにしてください。本端末および付属品を乾かす際は、電子レンジやドライヤーなどの熱風を使用しないでください。 •極端な高温または低温の場所に置かないでください。故障、火災、爆発の原因となることがあります。 •掃除する際に衝撃を与えないようにしてください。故障、過熱、火災、爆発の原因となります。 •本端末の使用中に掃除やお手入れをしないでください。必ずすべてのアプリケーションを停止し、接続されているすべてのケーブルを外してから行ってください。•本端末および付属品を掃除する際に、化学洗剤、パウダー、その他の化学薬剤（アルコールやベンジン）は使用しないでください。傷や発火の原因となる場合があります。柔らかい清潔な布で乾拭きしてください。•クレジットカード、テレフォンカードなどの磁気ストライプカードを長時間本端末のそばに置かないでください。長時間そばに置いておくと、磁気カードが損傷することがあります。•本機および付属品を分解、改造しないでください。これは保証の対象外となり、メーカーは一切の責任を負いません。損傷した場合のサポートおよび修理について、ファーウェイ正規のサービスセンターにお問い合わせください。

処分およびリサイクルに関する情報本端末、バッテリー、パッケージ上に描かれた車輪付きゴミ箱にバツ印がついた記号は、製品を一般の家庭ごみとともに廃棄してはならないことを示すものであり、適切に分別して廃棄する必要があります。 電気・電子機器廃棄物（WEEE）およびバッテリーは、リサイクルや分別回収処理を行うため、指定された収集場所にユーザー自身の責任で廃棄してください。 本端末を適切に収集およびリサイクルすることにより、電気・電子機器廃棄物は価値の高い物質を残したままリサイクルされ、人体と環境を保護します。利用終了時に不適切に処理したり、誤って破壊や損傷してしまったり、正しくリサイクルできない場合には、人体や環境に害を及ぼすおそれがあります。 電気・電子機器廃棄物の廃棄方法や廃棄場所に関する詳細は、現地の管理局、販売店、または家庭用のごみ処理業者に問い合わせるか、 https://consumer.huawei.com/en/ をご参照ください。   
有害物質の削減本端末および電子付属品は、電子機器での特定の危険物質の使用の制限に関する現地の規則（EU REACH、RoHSandバッテリー規則（バッテリーが含まれる場合））を遵守しています。 REACHおよびRoHSへの適合に関する宣言は、当社のWebサイト（ https://consumer.huawei.com/certification ）をご確認ください。 
EU規制適合
高周波被曝要件：高周波被曝に関する重要な安全情報：高周波被曝ガイドラインでは、本端末を人体から最低0.5 cm離して使用する必要があります。このガイドラインを遵守できない場合は、規定以上の高周波被曝を受ける場合があります。
認証情報（SAR）本端末は国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。本端末は、低出力の無線送受信機です。国際的ガイドラインで推奨されるように、本端末は無線電波への暴露制限を超えないよう設計されています。これらのガイドラインは、独立科学機関である国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が作成したもので、年齢や健康状態を問わず、すべてのユーザーの安全性を確保するための安全措置が盛り込まれています。比吸収率(SAR)は、デバイス使用時に人体が吸収する無線周波数エネルギー量の測定単位です。試験機関では、認定された最大の電力レベルでSAR値の判定が行われていますが、実際の利用時のSARレベルはこの値よりも低くなります。これは、ネットワークに到達するために必要な最小電力を使うようにデバイスが設計されているためです。欧州のSAR上限は任意生体組織10グラムあたり平均2.0W/kgです。本端末の最大SAR値はこの制限に適合しています。 
声明Huawei Technologies Co., Ltd.は、本端末 E5785-320が指令2014/53/EUの基本的要件およびその他の関連規定に適合していることをここに宣言します。適合宣言書（DoC）の最新かつ有効なバージョンは、 https://consumer.huawei.com/certification で確認可能です。本端末は、EUのすべての加盟国で使用できます。本端末を利用する国や地域の規則に従ってください。本端末は現地のネットワークにより、利用が制限される場合があります。
2.4GHz帯における制限：ノルウェイ:このサブセクションは、中央Ny-Ålesundから半径20 km以内の地域には適用されません。
5 GHz帯における制限：指令2014/53/EUの10条（10）に従って、本パッケージには、本無線機器が次の国で利用した場合に一部制限を受けることを表記しています：ベルギー（BE）、ブルガリア（BG）、チェコ共和国（CZ）、デンマーク（DK）、ドイツ （DE）、エストニア（EE）、アイルランド（IE）、ギリシャ（EL）、スペイン（ES）、フランス（FR）、クロアチア（HR）、イタリア（IT）、キプロス（CY）、ラトビア（LV）、 リトアニア（LT）、ルクセンブルグ（LU）、ハンガリー（HU）、マルタ（MT）、オランダ（NL）、オーストリア（AT）、ポーランド（PL）、ポルトガル（PT）、ルーマニア（RO）、スロベニア（SI）、スロバキア（SK）、フィンランド（FI）、スウェーデン（SE）、イギリス（UK）、トルコ（TR）、ノルウェー（NO）、スイス（CH）、アイスランド（IS）、リヒテンシュタイン （LI）。動作周波数の範囲が5150 - 5350 MHzの場合は、本端末の無線LAN機能は室内での利用のみに制限されます。

周波数帯と電力(a) 無線機器が動作する周波数帯：国や地域によっては、一部の周波数帯が利用できない場合があります。詳細については、現地の通信事業者にお問い合わせください。(b) 無線機器が動作する周波数帯で送信される最大無線周波数電力：すべての周波数帯における最大電力は、関連する整合規格で規定された上限値より低くなっています。本無線機器に適用可能な周波数帯と送信電力（放射および/または伝導）の公称制限値は以下の通りです。 GSM900:35.5dBm, GSM1800:32.5dBm,   WCDMA900/2100:25.7dBm, LTE Band 1/3/7/8/20/28/38: 25.7dBm, LTE Band42: 26dBm, Wi-Fi 2.4G:20dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350MHz: 23dBm, 5470-5725MHz: 30dBm
アクセサリとソフトウェア情報国や地域によっては、一部のアクセサリはオプションとなります。オプションのアクセサリは、必要に応じて正規の販売店から購入することができます。以下のようなアクセサリを使用することをお勧めします。アダプタ: HW-050200X02（Xは使用している各種プラグを示し、地域ごとにC, U, J, E, B, A, I, R, Z, Kが使用されます）バッテリー： HB824666RBC本製品のソフトウェアバージョンは10.0.5.1(H170SP7C00)です。ソフトウェアのアップデートはメーカーによりリリースされます。アップデートを通じて、製品リリース後のバグの修正や機能強化が行われます。メーカーによりリリースされたすべてのソフトウェアバージョンは、検証が実施されており、関連する規則にも準拠しています。すべての高周波パラメータ（周波数範囲や出力電力など）はユーザーからアクセスしたり、変更することはできません。アクセサリやソフトウェアに関する最新の情報については、 https://consumer.huawei.com/certification で適合宣言書（DoC）をご確認ください。
ご利用の国や地域の最新のホットラインおよびメールアドレスについては、https://consumer.huawei.com/en/support/hotline を確認してください。
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