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1 詳細なヘルプ 

HUAWEI MediaPad 7 Vogue（略称「HUAWEI MediaPad」）の新しい世界へよう

こそ。 

詳細は、http://consumer.huawei.com/jp/ から『ユーザーガイド』をダウ

ンロードしてください。 

タブレットから簡単に『ユーザーガイド』を検索するには、ウェブページ

の検索ボックスに「HUAWEI MediaPad 7 Vogue」を入力してください。 

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、www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline を確認してくださ

い。 

本書の図は参考用です。実際の製品のバージョンによって見た

目や表示が若干異なる場合があります。 

 

HUAWEI MediaPad 7 Vogue と付属品をご使用の前に「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。 
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2 HUAWEI MediaPad の外観 

 
1 光センサー 2 受話口 

3 フロントカメラ 4 リアカメラ 

5 スピーカー 6 電源ボタン 

7 音量キー 8 カードスロット 

9 ヘッドフォン／音声入力

ジャック 

10 マイク 

11 マイクロ USB ポート 

（充電機能あり） 
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3 SIMカードと microSD カードの挿入 

 
1. SIMと microSDカードのスロットカバーを開きます。 

2. 前の図で示すように金属部分を上にして、SIMカードを挿入し

ます。カチッと音がするまでカードを内側に押し込みます。 

HUAWEI MediaPad は標準の SIM カード（寸法：0.76 mm x 15 mm x 

25 mm）のみに対応しています。上記以外の寸法の SIM カードを

挿入すると、HUAWEI MediaPad を傷つける場合があります。  

3. 前の図で示されたように金属部分を上にして、microSDカード

を挿入します。カチッと音がするまでカードを内側に押し込み

ます。 

4. カードのスロットカバーを元に戻します。  

タブレットからカードのスロットカバーを外さない

でください。  
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4 電源を入れる／切る 

電源を入れる 

HUAWEI MediaPad が振動するまで、電源ボタンを長押しします。 

HUAWEI MediaPad を長時間使用していない場合やバッテリー残

量が少ない場合は、充電を開始してすぐには電源が入らない場

合があります。数分間充電してから使用を開始してください。   

電源を切る 

ダイアログボックスが表示されるまで、電源ボタンを長押しします。次に、

画面上の説明に従って HUAWEI MediaPad の電源を切ります。 

5 画面のロック 

 HUAWEI MediaPad の電源がオンになっている場合、電源ボタンを押

すと、画面がロックされます。 

 HUAWEI MediaPad が一定時間アイドル状態の場合、自動的に画面が

ロックされます。 

6 画面のロック解除 

1. 電源ボタンを押すと、画面が表示されます。 

2. 画面上の ロックアイコンをタップすると、画面のロックが

解除されます。 
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7 基本操作 

以下の指による簡単な操作により、HUAWEI MediaPad を楽に操作することが

できます。  

 

タップ：アプリケーション等の画面上のアイテムを指

先で触れると、それらのアイテムが開くかまたは選択

されます。 

 

ダブルタップ：画面を連続的に２回タップします。例

えば、ウェブページをダブルタップすると、そのペー

ジを拡大できます。 

 

長押し：アイテムに指でタップし、タブレットからの

反応があるまで指を離さないでおきます。例えば、ア

イテムをタップし、そのアイテムのショートカットメ

ニューが開くまで指を離さないでおきます。 

 

フリック：画面上で指先を縦や横にすばやくはじきま

す。例えば、上下にフリックすることで、画面が上下

にスクロールされます。左右にフリックすると、画面

が切り替わります。  

 

ドラッグ：アイテムに触れたまま、そのアイコンを好

きな位置に移動します。例えば、ショートカットアイ

コンをドラッグしてゴミ箱に捨てるという形で削除で

きます。  

 

ピンチ：2 本の指を開閉します。例えば、写真を見てい

るときに指先を閉じると縮小し、広げると拡大します。  
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8 安全上のご注意（必ずお守りください） 

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。また本端

末を安全にご使用いただくための情報も記載しています。実際に端末を使

用する前に必ずお読みください。 

電子機器 

本端末の使用が禁止されている場合は、使用しないでください。また本端

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 

 病院などの医療機関により定められた規則に従ってください。禁

止された場所では本端末を使用しないでください。 

 一部の無線機器は補聴器やペースメーカーの動作に影響を与える

場合があります。詳細は通信事業者にお問い合わせください。 

 ペースメーカーは本端末から 15cm 以上離して携行し、ペースメー

カーへの干渉を防いでください。ペースメーカーをご利用になる

際は、ペースメーカーの反対側で本端末を保持してください。前

のポケットに入れて携行しないでください。 

イヤホン使用時の聴力の保護 

 聴力低下を防止するために、長時間大音量で音楽を聴

かないでください。 

 大音量でイヤホンを使用すると、聴力が低下する可能性がありま

す。聴力の低下を防止するため、安全かつ最適な音量でご使用く

ださい。 

 運転中に大音量で音楽を聴くと、注意力が散漫になり、事故を起

こす危険性が高くなります。 

引火または爆発のおそれのある場所 

 ガソリンスタンド、給油施設、薬品工場等、引火や爆発のおそれ

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あります。すべての標識と

指示に従ってください。 
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 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、運転中は無線機器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。 

 RF 信号は車両の電子システムに影響を与える場合があります。詳

細は、自動車メーカーにお問い合わせください。 

 車内のエアバッグまたはエアバッグ動作範囲内に本端末を置かな

いでください。エアバッグ動作時には強い力がかかり、ケガをす

るおそれがあります。 

 航空機での移動中または搭乗の直前には本端末を使用しないでく

ださい。機内で無線機器を使用すると、無線通信を妨害し、航空

機の安全な運行に支障をきたすおそれがあり、法律により罰せら

れることがあります。 

動作環境 

 ほこりや湿気などの多い場所、強力な磁場や磁界が発生する場所

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、電子回路が故障することがあります。 

 雷が鳴り出したら、本端末を保護するために使用をやめてくださ

い。 

 最適な動作温度は 0℃～35℃です。想定している保管温度は 

–20℃～60℃です。極端な高温、低温は本端末および付属品に影響

を与える場合があります。 

 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防ぐために、雨や湿気を

避けてください。 

 ヒーター、レンジ、ストーブ、給湯装置、ラジエータ、ろうそく

など、火のそば、高温の場所で使用しないでください。 

 イヤホンまたはスピーカーの近くにピンなどの金属を置かないで

ください。イヤホンに付着すると、ケガをする可能性があります。 

 本端末の温度が高くなっている場合は、しばらく本端末またはア

プリケーションの使用をやめてください。長時間高温の機器に触
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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。 

 本端末のアンテナ部分には触れないでください。通信品質が低下

することがあります。 

 子供やペットが本端末や付属品を噛んだり、誤って飲み込んだり

しないようにしてください。損傷や発火の原因となります。 

 現地の法律、個人情報など法的権利を遵守してください。 

お子様について 

 お子様の安全上の注意事項を必ず遵守してください。お子様が本

端末および付属品で遊ぶと危険な場合があります。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。子供の手の届か

ないところにおいてください。 

 本端末および付属品は子供による使用を意図していません。子供

が本端末を使用する際には、保護者の方が指示通りに使用してい

るかを必ずご確認ください。 

付属品について 

 指定以外の電源アダプタ、充電器、バッテリーを使用すると、発

火、破裂などの原因となります。 

 本端末の製造メーカーによる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ます。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。 

充電用機器について 

 近くにコンセントが設置されていて、いつでも電源プラグが抜け

る状態でご使用ください。 

 充電時以外は、充電器をコンセントから外して、本端末から取り

外してください。 

 充電器を落下させたり、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る場合（コードが剥き出しになってい

たり、破損している場合）またはプラグが緩んでいる場合は、す

ぐに使用をやめてください。そのまま使用を続けると、感電、シ

ョート、火災などの原因となります。 
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 濡れた手で電源コードに触れないでください。また充電器を取り

外す際に電源コードを引っ張らないでください。 

 濡れた手で本端末や充電器に触らないでください。ショート、故

障、感電の原因となります。 

 充電器に水や液体が入った場合や湿気の多い場所に置かれていた

場合、正規のサービスセンターで検査を受けてください。 

 充電器が IEC60950-1/EN60950-1 の 2.5 項の要件を満たし、国内ま

たは現地の規格に従って試験および認証を受けていることを確認

してください。 

 本端末は USB-IF ロゴの付いた製品または USB-IF 準拠プログラム

が完了した製品に対してのみ接続してください。 

バッテリーの安全 

 鍵や金属製のアクセサリーなどをバッテリーの端子部に接触させ

ないでください。ショートして、けがややけどの原因となります。 

 バッテリー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。バッテリーの温度が高すぎると、爆発する

場合があります。 

 バッテリーを改造・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。火災や爆発などの原因となります。 

 バッテリー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。 

 充電時や保管時にバッテリーが変形したり、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バッテリーを取り外

してください。続けて使用すると、バッテリーの液漏れ、火事、

爆発につながるおそれがあります。 

 爆発する可能性があるため、バッテリーを火の中に投入しないで

ください。また破損したバッテリーは爆発する場合があります。 

 使用済みバッテリーは、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。 
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 子供やペットが本端末やバッテリーに噛みついたり、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。 

 釘をさしたり、叩いたり、踏みつけたりしないでください。発熱

やショートの原因となります。 

 本端末を落とさないようにしてください。本端末を落とすと、表

面を傷つける可能性があります。 

 端末の待受時間が極端に短い場合、バッテリーを交換してくださ

い。 

 本端末に搭載されているバッテリーは内蔵型のため、取り外しで

きません。バッテリーを取り外さないでください。無理に取り外

すと、本端末が損傷することがあります。正規のサービスセンタ

ーにてバッテリーを交換してください。 

掃除とお手入れ 

 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。 

 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。 

 掃除する際に衝撃を与えないようにしてください。故障、火災、

破裂の原因となります。 

 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。 

 クレジットカード、テレフォンカードなどの磁気カードをそばに

おかないでください。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。 

 本端末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、正規のサービスセンターに

お問い合わせください。 



11 

 本端末の画面が何らかの衝撃で破損した場合、すぐに端末の使用

をやめてください。破損した部分に触れたり、取り除こうとせず

に、すぐに正規のサービスセンターにお問い合わせください。 

環境保護 

 本端末および電源アダプタ、イヤホン、バッテリーなど付属品（あ

る場合）を家庭ごみと一緒に捨てないでください。 

 本端末および付属品は各自治体の規則に従って廃棄してください。

収集およびリサイクルを正しく行ってください。 

処分およびリサイクルに関する情報 

本端末（および内蔵バッテリー）上のこのマークは、本端末（内

蔵バッテリー）および電子付属品を家庭用ごみとして処分してはならない

場合があることを示しています。お住まいの地域の指示、規則に従って、

該当する場合は、端末やバッテリーを一般のごみとして廃棄せずに、リサ

イクルや回収処理を行うための指定された収集場所に廃棄してください。

端末やバッテリーのリサイクルに関する詳細は、各自治体の関係機関、ご

み処理施設、本端末を購入した販売店などにお問い合わせください。 

本端末およびバッテリーの処分については、WEEE 指令改正（指令

2012/19/EU）とバッテリー指令（指令 2006/66/EC）に準じています。危険

物質の曝露による環境破壊や健康への被害を最小限に抑えるために、電子

機器およびバッテリーを他のごみと区別することが目的です。 

有害物質の削減 

本端末は、REACH 規制（Regulation (EC) No 1907/2006）、および新 RoHS

指令(Directive 2011/65/EU)に適合しています。内蔵バッテリーは電池指

令(Directive 2006/66/EC)に適合しています。 

本端末の REACH および RoHS の適合に関する詳細については、

www.huaweidevice.com/certification を参照してください。定期的にウェ

ブサイトにアクセスして最新の情報を入手することをお勧めします。 

EU 規制への適合 

人体近接操作 

http://www.huaweidevice.com/certification
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本端末は、人体から 1.5cm 離して使用する場合に RF 仕様に適合します。端

末のケースやカバーなど、本端末の付属品に金属部品が使用されていない

ことを確認してください。本端末は人体から離して使用してください。 

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。

国際ガイドラインの推奨事項に従い、本端末では電波曝露の上限を超えな

いように設計されています。これらのガイドラインは独立科学技術機関で

ある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）により作成され、年齢や健康

状態に関係なくすべてのユーザーの安全性を保証するための安全対策が記

載されています。 

比吸収率（SAR）は端末使用時に人体が吸収する無線周波数エネルギーの測

定単位です。SAR 値は実験状況において認証された最大出力レベルで決定さ

れていますが、操作時の実際の SAR レベルはこの値より低くなります。こ

れは端末がネットワークに接続する際に最小出力を使用するように設計さ

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。 

本端末の側頭部における SARの最大値は 0.263 W/kgで、胴体部における SAR

の最大値は 0.503 W/kg です。 

条項 

Huawei は本端末が指令 1999/5/EC の基本要件とその他の関連条項に適合し

ていることを宣言します。適合宣言については、

www.huaweidevice.com/certification をご覧ください。 

以下のマークが本製品内に含まれています。 

 

本端末は EU のすべての国で使用することができます。 

本端末の使用時は各地域の規制を遵守してください。 

本端末は現地のネットワークにより使用が制限される場合があります。 

2.4GHz 帯における制限： 

ノルウェー：この項はニーオーレスン中心地から半径 20km 以内の地域には

適用されません。 

http://www.huaweidevice.com/certification
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9 個人情報とデータセキュリティ 

本端末で一部の機能または他社製アプリケーションを使用した結果、個人

情報やデータが失われたり、第三者によるアクセスが可能になってしまう

おそれがあります。個人情報や機密情報を保護するため、以下のことをお

勧めします。 

 本端末を安全な場所に保管し、不正に使用できないようにします。 

 本端末の画面ロックを設定し、ロック解除用のパスワードやロッ

ク解除パターンを設定します。 

 個人情報のバックアップをメモリカード、または本端末のメモリ

に定期的に保存します。また別の端末に変更する場合、必ず以前

の端末の個人情報を移動または削除します。 

 差出人不明のメッセージや電子メールを受け取った際にウィルス

の感染が懸念される場合は、そのメッセージやメールを開かずに

削除します。 

 本端末からインターネットを閲覧する際に個人情報の漏洩を防ぐ

ために、セキュリティ上のリスクが懸念される Web サイトにはア

クセスしないようにします。 

 Wi-Fi や Bluetooth などを利用する場合は、パスワードを設定し、

不正に使用されないようにしてください。こうした機能を使用し

ない場合は、オフにしておきます。 

 セキュリティソフトのインストールやアップグレードを行い、定

期的にウィルスチェックを実施します。 

 他社製アプリケーションは必ず正規の発行元から入手するように

します。他社製アプリケーションをダウンロードする場合は、ウ

ィルスチェックを実施します。 

 Huawei や他社がリリースしているセキュリティソフトやパッチを

インストールします。 

 一部のアプリケーションでは位置情報の要求や送信を実行するた

め、アプリケーション提供元は、ユーザーの位置情報を共有する

ことが可能になります。 

 本端末により、検出情報や診断情報が他社製アプリケーションの

提供元に提供される可能性があります。当該情報は、アプリケー
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ション提供元の製品やサービス向上のために利用されることがあ

ります。 

 個人情報やデータのセキュリティが懸念される場合は、

support.jp@huawei.com までお問い合わせください。 

10 免責事項 

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013.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。 

Android™ は Google Inc の商標です。 

Bluetooth® およびそのロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。 

Huawei Technologies Co., Ltd によるこの商標の使用はライセンス供与さ

れています。  

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、各所

有者に帰属している場合があります。 

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
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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、ここに記載される説明は、購入された製品またはその付属機器

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。 

サードパーティ製ソフトウェアに関する記述 

Huawei は、本製品に付属されているサードパーティ製ソフトウェアおよび

アプリケーションの知的所有権を所有していません。そのため、Huawei は

サードパーティ製のソフトウェアおよびアプリケーションに対して、いか

なる保証もいたしません。また、Huawei は、サードパーティ製のソフトウ

ェアおよびアプリケーションを使用するお客様にサポートを提供するこ

と、及びサードパーティ製の当該ソフトウェアおよびアプリケーションの

機能や性能に関して一切の責任を負いません。 

サードパーティ製のソフトウェアおよびアプリケーションサービスは、事

前の予告なく中断または終了されることがあります。また Huawei はいか

なるコンテンツやサービスの可用性を保証いたしません。サードパーティ

のサービスプロバイダは、Huawei の管理下にないネットワークや送信ツー

ルを使ってサービスやコンテンツを提供します。Huawei はサードパーティ

のサービスプロバイダが提供するサービスや、サードパーティのコンテン

ツやサービスの中断や終了に関する補償を行ったり、責任を負わないこと

を、適用法が許容する最大範囲まで行使します。 

Huawei は、本製品にインストールされているソフトウェアの合法性、品質

などに関して、あるいはサードパーティがアップロードまたはダウンロー

ドしたテキスト、画像、ビデオ、ソフトウェアなどいかなる形式の制作物

に関しても責任を負いません。お客様は、ソフトウェアのインストールや

サードパーティの制作物のアップロードまたはダウンロードに起因する、

任意またはすべての結果（ソフトウェアと本製品の非互換性など）に対し

てリスクを負うものとします。 

本製品はオープンソースの Android™ プラットフォームを使用していま

す。Huawei は、このプラットフォームに対して変更を加えています。その

ため、本製品は標準の Android プラットフォームがサポートしている機能

をすべてサポートしているとは限りません。また、サードパーティ製のソ

フトウェアと互換性がない場合もあります。Huawei はこうした互換性に対

していかなる保証や表明も行わず、明示的に一切の責任を負いません。 
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放棄 

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して、事前に予測可能であるか否かを問

わず一切の責任を負いません。 

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 

当社の個人情報保護方針については、

http://consumer.huawei.com/privacy-policy をご覧ください。 

http://consumer.huawei.com/privacy-policy


 

 
Android™は Google Inc の登録商標です。この商標は Google の許可により

使用されています。 

31506409_01 


