
はじめてガイド
免責事項および安全上のご注意
ご使用前に必ず『取扱説明書』の「免責事項」および「安全上のご注意」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

箱の中身をご確認ください
● 電池パック● DATA06本体

● 取扱説明書（別冊） ● はじめてガイド（本書） ● 保証書 ● ご使用上の注意

※�ACアダプタは同梱されていません。指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。

無線LAN初期設定シールについて
･･･『取扱説明書』の「工場出荷設定について」（▶P.1）
本製品の電池パックカバーを外した本体面に貼ってある無線LAN初期設定シールに、ネットワーク名（SSID）と暗号
化キー（WPA�Key、WEP�Key）が記載されています。お買い上げ時の状態で無線LAN端末と接続設定を行う場合は、
無線LAN初期設定シールに記載されている「SSID」と「事前共有キー（WPA�Key）」または、「WEPキー（WEP�Key）」
を使用します。
本製品は認証方式によって、使用する「SSID」「WPA�Key」「WEP�Key」が異なります。

DATA06でできること
本製品は、無線LANによりパソコンやゲーム機などの無線LAN端末と同時に5台まで接続できるほか、microUSB
ケーブル01（別売）でパソコンと接続して、CDMA方式を利用したインターネット接続を行うことができます。
USB接続と無線LAN接続は別にカウントされるため、合わせて最大6台まで接続できます。
無線LANで接続する

本書では、無線LANによりパソコンやゲーム機と接続す
る方法を説明しています。

■ microUSBケーブル01(別売）で接続する
『取扱説明書』の「USBケーブルで接続する」（▶P.48）をご
参照ください。
※��本製品を初めてパソコンに接続するときは、USBドライ
バのインストールが必要です。

■

※�電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場合があります。また、接続
機器やゲームによっては通信や通信対戦プレイなどが正常に動作しない場合があります。

•

各部の名称と機能

④

⑤

①

②

③

① ディスプレイ
本製品の状態が表示されます。

② 充電ランプ
充電中は点灯し、充電が完了すると消灯します。

③ microUSBコネクタ
microUSBケーブル01（別売）を接続します。

④ 電源ボタン
約2秒以上押して、本体の電源を入／切します。
電源を入れると、無線LAN機能がオンになり、自動的にイン
ターネットに接続します。

⑤ WPS/AOSSボタン
約2秒以上押すと、WPS（Wi-Fi�Protected�Setup）／AOSS
（AirStation�One-Touch�Secure�System）機能を開始しま
す。WPS／AOSS機能を搭載した無線LAN端末をお使いの場
合に、無線LANの接続設定を簡単に行うことができます。

※�本体左側面には、ストラップ取り付け穴があります。本体背面
には、電池パック／カバーがあります。

電池パックを充電する

ACアダプタで充電する
1	microUSBケーブル01（別売）を本製品の
microUSBコネクタに接続する
コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます。奥
までしっかり差し込んでください。

2	microUSBケーブル01（別売）に共通ACアダプ
タ03（別売）を接続する
コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます。

3	AC100Vコンセントに差し込む
充電時間は最大約190分です。

4	充電が終わったら、本製品からmicroUSBケー
ブル01（別売）をまっすぐ引き抜く

5	共通ACアダプタ03（別売）の電源プラグをコン
セントから抜く

■

3

2 1

パソコンに接続して充電する
『取扱説明書』の「パソコンに接続して充電する」（▶P.24）をご参照ください。
※�本製品を初めてパソコンに接続するときは、USBドライバのインストールが必要です。詳しくは、『取扱説明書』の
「Windowsパソコンに本製品を接続する」（▶P.48）または「Macに本製品を接続する」（▶P.58）をご参照ください。

■

電源を入れる／切る

1	電源ボタンを約2秒以上押して電源を入れる
電源を入れると、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

2	電源ボタンを約2秒以上押して電源を切る

無線LANで接続する
本書では、本製品と以下の無線LAN端末との接続方法を説明しています。
•�Windowsパソコン　　•�iPod�touch／iPad　　•�ニンテンドーDS　　•�Wii　　•�PS3

※�各無線LAN端末の接続設定は、本製品と各無線LAN端末を初めて接続するときに行います。2回目以降は、自動的に
接続が再開されます。（無線LAN端末側で「自動的に接続する」や「設定を保存する」などが設定されている場合）

下記については、『取扱説明書』の各記載を参照して接続設定を行ってください。
Macを無線接続する
･･･『取扱説明書』の「Macを接続する」（▶P.28）
PSPを接続する
･･･『取扱説明書』の「PSPを接続する」（▶P.37）
PSPは、WPA2-PSKの暗号化方式に対応していません。「WEP」または「WPA-PSK」で設定を行ってください。
WPS／AOSS対応の無線LAN端末を接続する
･･･�『取扱説明書』の「WPS／AOSS対応の無線LAN端末を接続する」（▶P.45）
本製品は、WPS（Wi-Fi�Protected�Setup）／AOSS（AirStation�One-Touch�Secure�System）機能に対応して
います。Wi-Fi�WIN対応のau電話など、WPS／AOSS機能に対応している無線LAN端末との接続設定を簡単に行
うことができます。
microUSBケーブル01(別売）で接続する
･･･『取扱説明書』の「USBケーブルで接続する」（▶P.48、58）
本製品とWindowsパソコンやMacをmicroUSBケーブル01（別売）で接続することができます。
※本製品を初めてパソコンに接続するときは、USBドライバのインストールが必要です。

■

■

■

■

Windowsパソコンを接続する
画面表示や手順はWindows�7で、本製品の「SSID1」を使用して認証方式をWPAで接続する場合を例にして説明し
ています。

1		本製品の電源ボタンを約2秒以上押して電源を入
れる
無線LAN機能がオンになり が表示されます。また、WAN
状態／インターネット接続表示を示すアイコンが表示されま
す。

2		パソコンの無線LAN機能をオンにする
3		「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」の順に選択する

4		「ネットワークに接続」をクリックする
5		本製品の「SSID1」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
する
�本製品の「SSID1」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。
•

6		事前共有キーを「セキュリティ	キー」に正しく入
力し、「OK」をクリックする

�手順3～4、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。

•

iPod touch／iPadを接続する
画面表示や手順は、本製品の「SSID1」を使用して認証方式をWPAで接続する場合を例にして説明しています。
※手順で使用している画面例は、すべてiPod�touchのものです。

1		本製品の電源ボタンを約2秒以上押して電源を入
れる
無線LAN機能がオンになり� �が表示されます。また、WAN
状態／インターネット接続表示を示すアイコンが表示されま
す。

2		iPod	touchを起動し、ホーム画面で「設定」を
タッチする

3		設定画面で「Wi-Fi」をタッチする
4		Wi-Fiを「オフ」から「オン」にタッチして変更する

アクセスポイントの検索を開始します。

5		検索結果から本製品の「SSID1」が表示されてい
る項目をタッチする
�本製品の「SSID1」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。
•

6		パスワード欄に事前共有キーを正しく入力
し、画面右下の「Join」をタッチする

�パスワードについては、無線LAN初期設定シールの
「WPA�Key」欄を参照してください。

画面左上のステータスバーにWi-Fiアイコンが表示され、
「SSID」にチェックアイコンが表示されます。

•共通ACアダプタ03（別売）にmicroUSBケーブル01は付属しています。



ニンテンドーDSを接続する
画面表示や手順は、本製品の「SSID2」を使用して認証方式をWEPで接続するときに、ニンテンドーDS�Lite／ニンテ
ンドーDSで、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを使用した場合を例にして説明しています。
※�手順で使用している画面例は、すべてニンテンドーDS�Liteのものです。

1		本製品の電源ボタンを約2秒以上押して電源を
入れる
無線LAN機能がオンになり が表示されます。また、WAN
状態／インターネット接続表示を示すアイコンが表示され
ます。

2		ニンテンドーDSでニンテンドーWi-Fiコネク
ション対応ソフトを起動し、「Wi-Fiコネクショ
ン設定」画面を表示する
�ニンテンドーDSiの場合は、ニンテンドーDSiメニューか
ら「本体設定」をタッチし、「インターネット」をタッチして
ください。
�操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してく
ださい。

3		「Wi-Fi接続先設定」をタッチする
�ニンテンドーDSiの場合は、「接続設定」をタッチしてくだ
さい。

4		「未設定」と表示されている接続先の1つをタッ
チする

5		「アクセスポイントを検索」をタッチする

•

•

•

7		WEPキーを正しく入力し、「決定」をタッチする

8		「はい」をタッチする

9		「はい」をタッチする

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が表示され
たら設定完了です。
※��本書に記載されているニンテンドーDSi／ニンテンドーDS�
Lite／ニンテンドーDSの接続方法は、KDDI（株）が独自に
検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い
合わせはご遠慮ください。

6		一覧画面から本製品の「SSID2」が表示されて
いる項目をタッチする
�本製品の「SSID2」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タッチします。
•

Wiiを接続する
画面表示や手順は、本製品の「SSID2」を使用して認証方式をWEPで接続する場合を例にして説明しています。その他
のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wiiの取扱説明書などを参照してくだ
さい。

1		本製品の電源ボタンを約2秒以上押して電源を入
れる
無線LAN機能がオンになり が表示されます。また、WAN状
態／インターネット接続表示を示すアイコンが表示されます。

2		Wiiメニュー画面から、「Wii」を選択する
3		「Wii本体設定」を選択する
4		方向キー「▷」を選択して「Wii本体設定2」画面を表
示させ、「インターネット」を選択する

5		「接続設定」を選択する
6		「未設定」と表示されている接続先の1つを選択す
る

7		「Wi-Fi接続」を選択する
8		「アクセスポイントを検索」を選択する
9		「OK」を選択する
�		一覧画面から本製品の「SSID2」が表示されている
項目を選択する
�本製品の「SSID2」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。
•

�		WEPキーを正しく入力し、「OK」を選択する
�		「OK」を選択する
�		「OK」を選択する
接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」
が表示されたら設定完了です。
※�本書に記載されているWiiの接続方法は、KDDI（株）が
独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂
へのお問い合わせはご遠慮ください。
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PS3を接続する
画面表示や手順は、本製品の「SSID2」を使用して認証方式をWEPで接続する場合を例にして説明しています。その他
のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS3の取扱説明書などを参照してくだ
さい。

1		本製品の電源ボタンを約2秒以上押して電源を
入れる
無線LAN機能がオンになり が表示されます。また、WAN
状態／インターネット接続表示を示すアイコンが表示され
ます。

2		PS3のホームメニュー画面から、「設定」→	 	
「ネットワーク設定」→	 	
「インターネット接続設定」の順に選択／イン
ターネット接続表示

3	「はい」を選択し、○ボタンを押す
4	「かんたん」を選択し、方向キー「 」を押す

設定方法を選択してください。

かんたん
カスタム

インターネット接続設定

5		「無線」を選択し、方向キー「 」を押す

インターネット接続設定

接続方法を選択してください。
有線で接続する場合は、LANケーブルを接続してください。

無線
有線

6		「検索する」を選択し、方向キー「 」を押す

インターネット接続設定

ワイヤレスLAN設定

検索する
手動で入力する
アクセスポイント別自動設定

8		表示された「SSID2」を確認し、方向キー「 」を押
す

インターネット接続設定

SSID

0xxxxxxxxxxxx

9		「WEP」を選択し、方向キー「 」を押す

インターネット接続設定

ワイヤレスLANセキュリティー設定

なし
WEP
WPA-PSK / WPA2-PSK

�		○ボタンを押してWEPキーを正しく入力し、方
向キー「 」を押す

インターネット接続設定

WEPキー

********

�		設定一覧の内容を確認し、○ボタンを押す
設定が保存されます。

インターネット接続設定

○ボタンを押すと設定内容を保存します。

インターネット接続
接続方法
SSID

セキュリティー
WEPキー

有効
無線
0xxxxxxxxxxxx
WEP
********

設定一覧

�		○ボタンを押す
接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定
完了です。

7		一覧画面から本製品の「SSID2」が表示されてい
る項目を選択し、○ボタンを押す
�本製品の「SSID2」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、○ボタンを押します。

インターネット接続設定

利用するアクセスポイントを選択してください。

SSID
0xxxxxxxxxxxx
0xxxxxxxxxxxx
○○○○○○
▲▲▲▲▲▲
□□□□□□

電波強度
100％
100％
100％
100％
100％

セキュリティー

WEP
WPA-PSK (AES)

なし
なし

WPA2-PSK (AES)

•

うまくつながらないときは･･･
本書を参照して設定を行っても、パソコンやゲーム機などの無線LAN端末でインターネット接続ができない場合な
ど、お困りのときは、『取扱説明書』の「故障とお考えになる前に」（▶P.94）をご参照ください。

お問い合わせ先番号 お客さまセンター
紛失・盗難・故障・操作方法について（通話料無料）

一般電話からは

       0077-7-111
au電話からは

局番なしの157番

総合・料金について（通話料無料）
au電話からは

局番なしの113番
一般電話からは

       0077-7-113
左記の番号がご利用になれない場合、
下記の番号にお電話ください。（無料）

       0120-977-033（沖縄を除く地域）
       0120-977-699（沖縄）

Microsoft®、Windows®、Windows�Vista®は、米国Microsoft�Corporationの商標または登録商標です。
Windowsの正式名称は、Microsoft�Windows�Operating�Systemです。
Internet�Explorerは、米国Microsoft�Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Mac、Macintosh、Safari、iPod、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple�Inc.の商標または登録商標です。
Wi-Fi®、Wi-Fi�Alliance®、Wi-Fi�Certified®、WPATM、WPA2TM、Wi-Fi�Protected�SetupTMとそのロゴは、Wi-Fi�Allianceの商標または登
録商標です。
Wii、ニンテンドーDSは任天堂の登録商標です。
Playstation、PS3、PSPは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標です。
AOSSTMは、株式会社バッファローの商標です。
、HUAWEI�は、中国Huawei�Technologies�Co.,�Ltd.の商標または登録商標です。

その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。とくに本文中では、®マーク、TMマークは明記してお
りません。　　　　



■ お詫びと訂正 ■

このたびは、DATA06をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

はじめてガイドの記載に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、以下の通

り訂正させていただきます。

●1ページ「ACアダプタで充電する」の手順1、2、4内

誤：
microUSBケーブル01（別売）

正：
microUSBケーブル01※

※共通ACアダプタ03（別売）にmicroUSBケーブル01は付属しています。


