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安全上のご注意
■■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は
大切に保管してください。
■■ ここに示した注意事項は、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ぐための内容を記載
していますので、必ずお守りください。
■■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

 危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危険が切迫して生じ
ることが想定される」内容です。

 警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性が想定される」
内容です。

 注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想定される場合および
物的損害※3の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を
要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■■ 禁止・強制の絵表示の説明

禁止

禁止（してはいけないこ
と）を示す記号です。 水濡れ禁止

水がかかる場所で使用
したり、水に濡らしたり
してはいけないことを
示す記号です。 指示

指示に基づく行為の強
制（必ず実行していただ
くこと）を示す記号で
す。

分解禁止

分解してはいけないこ
とを示す記号です。

濡れ手禁止

濡れた手で扱ってはい
けないことを示す記号
です。 電源プラグ

を抜く

電源プラグをコンセン
トから抜いていただく
ことを示す記号です。

■■ 免責事項について
  本製品は、日本国内での使用を前提に作られています。 
海外でのご使用につきましては、お客様の責任にて行っていただきますよう、お願いいたします。 
渡航先の国／地域の法令などに抵触する場合がありますので、よくご確認の上ご使用ください。

  地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他
異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

  本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は
一切責任を負いません。

  本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
  当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。 
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株） 
製造元：シャープ株式会社

本製品は、「Speed Wi-Fi NEXT W07」（以下、「W07本
体」と表記します）を充電およびネットワークへ接続する
ための専用品となります。それ以外の用途には使用しない
でください。
ご使用の前に、W07本体の取扱説明書をあわせてご覧く
ださい。
● 本製品は防水・防塵・耐衝撃性能を有しておりません。

クレードル
（SHD31PUA）
取扱説明書（保証書）
このたびは、クレードル（以下、「本製品」と表記します）を
お買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前にこの「取扱説明書（保証書）」を必ずお読みい
ただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管して必要なときにお読み
ください。また、製品に危険・警告・注意などの表示がある
場合は、それに従ってください。

構成品
● クレードル(SHD31PUA)
　本体
● クレードル(SHD31PUA)
　取扱説明書（保証書）（本書）
※ ACアダプタ、USBケーブル、LAN

ケーブルは同梱されていません。
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 危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

禁止

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火の
そば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射
日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、
保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力
釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたり
しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないで
ください。また、砂などが付着した手で触れな
いでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿な
ど）で濡れた状態では、充電しないでください。
また、お風呂場などの水に触れる場所では、充
電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

分解禁止

分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水濡れ禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、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、感電などの原因となります。

水濡れ禁止

充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料
水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでく
ださい。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指示

オプション品は、auが指定したものを使用して
ください。
指定以外のものを使用すると、火災、やけど、け
が、感電などの原因となります。

 警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い
力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属
片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内
部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

使用中や充電中に、布団などでおおったり、包
んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。

禁止

指定の充電用機器（別売）のコードが傷んだら
使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

雷が鳴り出したら、指定の充電用機器（別売）に
は触れないでください。
感電などの原因となります。

禁止

コンセントにつないだ状態で充電端子をショー
トさせないでください。また、充電端子に手や指
など、体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

指定の充電用機器（別売）のコードの上に重い
ものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加え
たりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

コンセントに指定の充電用機器（別売）を抜き
差しするときは、金属製ストラップなどの金属
類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

本製品に指定の充電用機器（別売）を接続した状
態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

濡れ手禁止

濡れた手で指定の充電用機器（別売）のコードや
充電端子、電源プラグに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない
場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原
因となります。

指示

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発
熱、変色、変形などの異常がみられた場合は電源
プラグをコンセントから抜いてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指示

指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能な
指定の充電用機器（別売）で充電してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感
電などの原因となります。

指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってくだ
さい。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、や
けど、感電などの原因となります。

指示

指定の充電用機器（別売）をコンセントに差し
込むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電など
の原因となります。

指示

電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定
の充電用機器（別売）のコードを引っ張るなど
無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜い
てください。
指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張る
とコードが傷付き、火災、やけど、感電などの原
因となります。
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指示

本製品に指定の充電用機器（別売）を抜き差し
する場合は、コードを引っ張るなど無理な力を
加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差
ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、
感電などの原因となります。

指示

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに
使用をやめてください。また、変形を元に戻し
ての使用もやめてください。
充電端子のショートにより、火災、やけど、け
が、感電などの原因となります。

電源プラグ
を抜く

使用しない場合は、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、や
けど、感電などの原因となります。

電源プラグ
を抜く

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿な
ど）が付着した場合は、直ちに電源プラグをコ
ンセントから抜いてください。
付着物などによるショートにより、火災、やけ
ど、感電などの原因となります。

電源プラグ
を抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから
抜いて行ってください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因
となります。

 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な
場所には置かないでください。
落下して、けがなどの原因となります。

禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所で
の使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法
を教え、誤った使いかたをさせないでください。
けがなどの原因となります。

禁止

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
けが、感電などの原因となります。

禁止

コンセントにつないだ状態で指定の充電用機
器（別売）に継続して触れないでください。
やけどなどの原因となります。
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 保証書 （持込み修理）
品　名 データ通信端末　周辺機器

商品名 クレードル 
（商品コード　SHD31PUA）

製造番号※

保証期間 お買い上げ日より1年

お買い上げ日※ 年　　　　月　　　　日

お客様

お名前
様

ご住所

電話番号

＊ 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修
理をお約束するものです。従って、本書によって保証書
を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者
に対するお客様の法律上の権利を制限するものではあ
りません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点
は、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）・故障紛失サポー
トセンター（右記）などにお問い合せください。

販売店※

店名・住所

電話番号

※ 記入のない場合は無効となりますので必ずご確認くだ
さい。

（注）・ 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出が
ない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

・ 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を
使用することがあります。

・ お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期
間内のサービス活動のために記載内容を利用させ
ていただく場合がございますのでご了承ください。

発売元 KDDI株式会社
  東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号
 沖縄セルラー電話株式会社
  沖縄県那覇市松山1丁目2番1号

 故障紛失サポートセンター
   0120-925-919
  受付時間　9:00～20:00（年中無休）

製造元 シャープ株式会社

SAMPLE



– 4 –

切
取
り
線

切取り線

《無償修理規定》
1．本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されている

かどうかお確かめください。万一記載のない場合及び
お客様名の記入がない場合、内容が書き換えられた場
合は、有償修理となります。

2．保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正
常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理を
させていただきます。

3．保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。
（または、修理ができない場合があります。）
① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理され

た場合。
④ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損

傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある
場合。

⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧な
どによる故障や損傷。

⑥ 本書の提示がない場合。
4．機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあ

ります。
5．本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・

損失については負担いたしません。

6．本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一
発生した事故については、責任を負いかねます。

7．出張による修理対応はお受けできません。
8．本規定は、日本国内においてのみ有効です。 

（This warranty is valid only in Japan.）
9．本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
※ 本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修

理をお約束するものです。従って、本保証によって保証
責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律
上の権利を制限するものではありません。

修理メモ

年月日 修理内容 修理店・担当

指示

本製品を継続して使用される場合や充電中は
温度が高くなることがありますのでご注意く
ださい。また、衣類のポケットに入れたり、眠っ
てしまうなどして、意図せず継続して触れるこ
とがないようご注意ください。
データ通信など、継続しての使用や充電中は、
本製品や指定の充電用機器（別売）の温度が高
くなることがあります。温度の高い部分に直接
継続して触れるとお客様の体質や体調によっ
ては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどな
どの原因となります。

指示

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合
は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてく
ださい。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶ
れ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質については、「材質一覧」をご参照
ください。

本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用箇所 使用材質 表面処理
上キャビネット PC樹脂 印刷
充電用USB Type-C™
プラグ（樹脂部）

LCP樹脂 なし

充電用USB Type-C
プラグ

（金属部）

ステンレス なし

電源ランプ PC樹脂 なし
Ethernetランプ PC樹脂 なし
下キャビネット PC樹脂 なし
Ethernetポート

（端子部）
リン青銅 金メッキ

Ethernetポート
（金属部）

ステンレス なし

Ethernetポート
（樹脂部）

ポリアミド なし

電源用USB Type-C
接続端子（樹脂部）

LCP樹脂 なし

電源用USB Type-C
接続端子（金属部）

ステンレス なし

ゴム底 シリコンゴム なし
規格銘板ラベル PET樹脂 印刷

SAMPLE
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取り扱い上のお願い
製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用く
ださい。

  本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重いものの下になったり
しないよう、ご注意ください。また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損・故障の原因となります。外部に損傷
がなくても保証の対象外となります。

  極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
  お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーな
どで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。

  一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
  充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。
  必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
  直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しない
でください。故障の原因となる場合があります。

  充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。

充電のしかた
TypeC共通ACアダプタ02（別売）を接続して充電する方法を説明します。

  海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
  無理に差し込んだり抜いたりすると、電源用USB Type-C接続端子や充電用USB Type-Cプラグが破損や故障する場合がありますの
で、ご注意ください。

  電源ランプが点灯しないときは、本製品が指定のACアダプタ（別売）でコンセントに正しく接続されているかご確認ください。
  W07本体を本製品に置くときは、金属製のものを挟まないようにご注意ください。
  充電時間や指定のACアダプタ（別売）について詳しくは、W07本体の取扱説明書をご参照ください。

AC100V
コンセント

TypeC共通
ACアダプタ02
（別売）

電源用USB 
Type-C接続端子

USB Type-Cプラグ

電源ランプ

3
外部接続端子

充電用USB Type-Cプラグ

1

2

1	 TypeC共通ACアダプタ02（別売）の電源プ
ラグをAC100Vコンセントに差し込む

2	 TypeC共通ACアダプタ02（別売）のUSB	
Type-Cプラグを、本製品の電源用USB	
Type-C接続端子に水平に差し込む

  本製品の電源ランプが点灯します。

3	 W07本体の外部接続端子を下にして、本製品の
充電用USB	Type-Cプラグに対し、まっすぐ接
続する

  W07本体と本製品の向きが合っていることをご確
認ください。誤った向きで抜き差しすると、破損の
原因になります。

4	 充電が終わったら、TypeC共通ACアダプタ
02（別売）の電源プラグをコンセントから抜く

5	 W07本体を本製品の充電用USB	Type-Cプ
ラグに対し、まっすぐ取り外す

6	 TypeC共通ACアダプタ02（別売）のUSB	
Type-Cプラグを、本製品の電源用USB	
Type-C接続端子から抜く

※ USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標
です。
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LANケーブル（市販品）を接続して通信する
W07本体を本製品に接続することで、有線ルータ（1000BASE-T対応）として使用できます。ご利用のパソコン
などEthernetポート搭載機器をLANケーブル （市販品）でW07本体と接続し、有線LAN接続でインターネット
に接続できます。ここでは本製品とTypeC共通ACアダプタ02（別売）、LANケーブル（市販品）を接続して通信す
る方法を説明します。指定のACアダプタ（別売）について詳しくは、W07本体の取扱説明書をご参照ください。

  必ず指定のACアダプタ（別売）を使って、コンセントに接続してお使いください。
  無理に差し込んだり抜いたりすると、電源用USB Type-C接続端子や充電用USB Type-Cプラグが破損や故障する場合がありますの
で、ご注意ください。

  LANケーブル（市販品）はコネクタの向きをよく確かめ、水平に差し込んでください。

LANケーブル（市販品）

LANケーブル
（市販品）の
コネクタ

TypeC共通ACアダプタ02
（別売）の電源プラグ

Ethernetポート 電源用USB Type-C接続端子

USB Type-C
プラグ

3

3

外部接続端子

充電用USB Type-Cプラグ

5

Ethernetランプ

パソコンの
Ethernet
ポートへ

1

2

1	 TypeC共通ACアダプタ02（別売）の電源プ
ラグをコンセントに差し込む

2	 TypeC共通ACアダプタ02（別売）のUSB	
Type-Cプラグを、本製品の電源用USB	
Type-C接続端子に水平に差し込む

  本製品の電源ランプが点灯します。

3	 LANケーブル（市販品）のコネクタを、それぞ
れ本製品のEthernetポートとパソコンの
Ethernetポートに差し込む

4	 W07本体のf（電源キー）（2秒以上）
W07本体の電源が入ります。Wi-Fi®機能が「ON」
になり、 が表示されます。お買い上げ時の設定で
は、自動的にインターネットに接続されます。成功
すると が表示されます。

5	 W07本体の外部接続端子を下にして、本製品の
充電用USB	Type-Cプラグに対し、まっすぐ接
続する

  本製品のEthernetランプが点灯します。

※ Wi-Fi®は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。

主な仕様
入力電圧／電流 DC 5.0V／3.0A 質量 約60g
出力電圧／電流 DC 5.0V／1.5A

有線LAN
方式

IEEE802.3ab（1000BASE-T）
IEEE802.3u（100BASE-TX）
IEEE802.3i（10BASE-T）

サイズ
（幅×奥行×高さ） 約81×65×33mm

  仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。
  本書では、実物と形状などが異なっている場合や、一部省略などがあります。ご了承ください。
  入力電圧／電流・出力電圧／電流は、TypeC共通ACアダプタ02（別売）と接続したときの定格値です。

お問い合わせ先番号
法人お客さまセンター（通話料無料）　　受付時間 9:00～19:00（平日）、9:00～18:00（土・日・祝日）※年末年始除く
au携帯電話から  0077-7041　au携帯電話以外/ 一般電話から  0120-925-041
故障紛失サポートセンター 盗難・紛失・故障（通話料無料）　　受付時間 9:00～20:00（年中無休）
au携帯電話/au携帯電話以外/一般電話から  0120-925-919

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお
客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メー
カーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

濡れた状態での充電は、異常な発熱・焼損などの原因
となり大変危険です。
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