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Browse the Web
Visit your favorite websites.

Check your E-mail
Keep in touch with friends and families.

Watch YouTube™ videos
Browse the world’s most popular video- sharing community.

Read your favorite books
Download thousands of books with the included E-book reader * .

Discover thousands of apps for Android™ Games, applications, and more with Play Store
(Customers need to download it from Google Play Store).

Connect to the Internet wirelessly
High-speed Wi-Fi 802.11 a/b/g/n networking.

Enjoy your media library anywhere.

Portable powerhouse plays popular music, video, and photo formats.
MicroSD memory card reader.
Increase your storage capacity (up to 128GB supported)

Built-in camera
Convenient Front-facing Camera 2.0MP / Rear Camera 8.0MP.

Automatic orientation detection
Read any way you want; the display adjusts automatically!

Reading books in the e-Pub format requires the included E-book reader application.

FEATURES UNIT AT A GLANCE

1. MIC
2. USB Port: Connect to a USB device / power port.
3. MicroSD Card Slot: Load external microSD memory cards here.
4. Headphone: Audio output connection for headphones.
5. Front Camera
6. Reset Hole
7. Power Button / Screen Saver
8. VOL+ / VOL-
9. Speaker
10. Rear Camera
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GETTING STARTED
Turning on / off the tablet
To turn on the tablet:
Press and hold the Power button until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen
appears, the tablet is now ready for use.
To turn off the tablet:
1. Press and hold the Power button until the Device Options menu appears.
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2. Tap “OK” to turn off the tablet.

Turning on / off the screen (Sleep mode)
When the tablet is on, you can turn off the screen to save battery power. Simply press the
power button once to turn the screen off. Press the power button again to turn the screen
back on.
To save battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is
not in use (between 1 minute and 30 minutes).
This screen timeout option can be found in the Display menu.

Home Screen
① Back: Press to check previous operating display.
② Home Screen: Press to go to home screen.

③ Background: Press to check applications running on background. Existing idle apps
                          may provide a better performance.
④ Application Panel: Press to check all available Applications.

Wallpaper
Tap and hold your finger in any blank space of the home screen, you will see a pop-up
menu; you can choose wallpaper from Gallery or your downloaded files or those listed as
options; set the one you like to be wall paper.

Widgets
Tap and hold your finger in any blank space of home screen, you will see a pop-up menu
with widget.

Tip:
1. Tap one icon and move on to top of another icon, you can create a new folder on home
   screen. Open the folder; click ‘Unnamed Folder’ to rename the folder.
2. Swipe down vertically from top part of a display to enter quick notification menu.

Screen Lock
Set a screen lock to secure your tablet.
Tap - Setting-Security-Screen security-Select screen lock, and select a mode from None,
Swipe, Pattern, PIN and Password. You can create a Backup PIN as a safety measure in
case you forget your code.
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ABOUT APPLICATIONS
To open an application, tap the application icon on the home screen or in the Launcher
where you can tap the icon right up on the home screen to get in. Launcher screen:

ABOUT APPLICATIONS
Preinstalled Applications
Some applications have been installed on your tablet for your convenience.
These applications include:

Unlocking the Screen
When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on.
To unlock the screen, swipe up the lock icon.

The screen shown above is for illustrative purposes only. We reserve the right to modify
and improve the final list of applications available on the tablet.

Browse the web.

Perform simple mathematical operations.

Take pictures or videos with the camera.

Check your e-mail.

Play music.

Access the Settings menu to adjust the tablet’s options.Screen shot
Press and hold the power button and volume “-” at the same time to screenshot.
The screenshot will be saved in the photos file. PREINSTALLED APPLICATIONS

Installing Applications
You can also download and install additional applications from the device’s applications
marketplace, the web browser, or other sources.
The tablet must be set to allow installation of applications from non-Market sources.
The unknown sources option can be set in the Application settings menu.

Note:
1. Users are responsible for all charges with concerned Apps if there is any.
2. Manufacturers/sellers are not responsible for apps that are incompatible with the device.
3. In some cases, there may be no icon in the App Panel after an app is installed. Possible
   reasons may be that this App is not compati-ble with your OS or the downloaded file is
   a broken one so you may need to download a full version.

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, it may cause
your device to malfunction, therefore, your device will no longer be covered by the
warranty in this condition.
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CONNECT TO A WI-FI NETWORK
The Notification bar displays icons that indicate your tablet’s Wi-Fi status.
      Notification that an open Wi-Fi network is in range.
      Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength).
[no icon] There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off.

1. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on.
   a. Go to the Home screen: Press the Home button.
   b. Open the Settings menu: tap the icon right up on the home screen to get into the
        launcher, then tap Settings icon.
   c. Open the Wireless & networks menu: Slide the icon to ON status.

When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks.

Notes: If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect
to it. If you don’t see your network in the list, you can force the tablet to re-scan. To scan
for networks, tap the Menu button, and then touch Scan.

2. Select an available Wi-Fi network to connect:
In the same Wi-Fi settings menu above, tap a network in the list.

If the network is open, the tablet will prompt you to confirm connection to the network.
Tap “Connect” to confirm.

If the network is secured (as indicated by a Lock icon), the tablet will prompt you to enter a
password or other credentials. Tap the Wireless password box to show the on-screen
keyboard and then use it to enter the password. 
Tap “Connect” to confirm.

When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the
upper right of the screen will show a Wi-Fi signal indicator.

Notes: To learn about how to add a Wi-Fi network when it is not in range or when the
router is set to obscure the network name (SSID), or to configure advanced Wi-Fi options,
please refer to the manual.
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INTERNET NAVIGATING
Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected.

Setting Browser
You can use the browser preinstalled, or download others you prefer. Tap the icon on top
right corner of the browser page to open the submenu for more detailed setting.

Navigating
Tap the browser icon  to open your browser. You can access a website quickly by entering
the URL on screen keypad. Websites are optimized for viewing on your actual devices.

Bookmarks
1. Tap     on any webpage to add a bookmark. You can then tap ”OK” to save or rename
    the website.
2. Tap     to view bookmarked sites, pages you saved and your browsing history.
3. To delete a bookmark, go to bookmarks page, tap and hold the bookmark you want to
    delete. Tap “Delete bookmark”. At the Delete confirmation window, tap OK.

Cookies
Cookie placed on your device by a website during navigation contains some site specific
information. It can also contain some personal information (such as a username and
password) which can pose a security risk if not properly managed. You can clear these
cookies from your device at any time. Go to Home webpage, press , Settings – Privacy &
security – Clear all cookie data.

CONNECT TO A BLUETOOTH DEVICE
Turn on Bluetooth
You must pair your device with another device before you can transfer files between them.
Under “Settings”, choose “Bluetooth”. Tap Bluetooth to “ON”, the Bluetooth indicator then
appears in the status bar. It will start searching available devices nearby. If you need to
rescan, tap the menu on top right corner, and tap ‘Refresh’.

Scan Device
After scanning, there will be a list of all available Bluetooth devices in range. If the device
you want to pair with isn’t in the list, ensure that the other device is turned on and set to
be discoverable.

Pair with Bluetooth Device
Tap the name of an available Bluetooth device you want to pair with. On the target device
you will get a ‘Bluetooth pairing request’ dialog. Tap ‘Pair ’, it will then show you paired
devices.

Device Reset
You may reset your tablet when necessary. Such as forgotten password or PIN of tablet.
You can reset your tablet. This will clear all information in your tablet and get your device
back to factory mode.

WARNING!
If you perform a Hard Reset, all user applications, user data will be deleted. Please
remember to backup any important data before per-forming a Hard Reset.

Bluetooth

On
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When Bluetooth is turned on, your device can communicate with other nearby Bluetooth devices.



OPTIONAL CONNECTIONS SPECIFICATIONS
Connecting to a Computer
Connect the tablet to a computer to transfer files.

1. Connect your tablet to the computer.
With the included USB cable: Plug the small end of the cable into the USB 2.0 high speed
connector of the tablet. Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 high
speed port on the computer.

2. When your tablet is connected, slide down the USB icon then tap icon USB
   connected.

3. Mount the storage.
Tap button Transfer files (MTP) to mount the tablet’s built-in storage. When it is mounted,
you can copy files to or from your tablet.

Processor

RAM

Storage

Display

Wi-Fi Networking

Audio Output

PC Interface

Additional Features

Operating System

Power

Playback Time
(hours)

RK3326 (Quad-Core Cortex-A35 up to 1.5Ghz)

2GB  LPDDR3 

32GB flash built-in; MicroSD card slot (max128GB supported)

8'' 800*1280, Capcitive touchscreen

Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n

3.5mm headphone

USB 2.0 high speed

Up to 6 hours music, 4 hours video, 3 hours web browsing

Built-in microphone 1X1W speaker

Front facing camera (2.0MP) Rear camera (8.0MP)

Android 9.0

Rechargeable Li-poly battery   Power Adapter (USB 5V, 2A)

Bluetooth 4.0
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TROUBLESHOOTING
1. Device doesn’t power on.
 • Reboot your device after charging it for 30 minutes.
 • Shortly press your power button to check if it lights up in case your device is in sleep
    mode.
 • Press the power button for 20 seconds.
 • Start a hard reset by pressing the reset button with a pin if there is reset button on your
    actual device. 

USB Preferences

9:18 AM
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File Transfer

USB tethering
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No data transfer
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2. Device doesn’t take charge.
 • Keep your device into power for 30 minutes if it was completely drained.  
 • Check and make sure the charger is properly inserted into charging port. 
 • Try another outlet or compatible charger.

3. Error message during operation.
 • Uninstall the application with error message and download to install again. You can also
    update certain application with error.
 • Delete and clear the system to factory mode with a system reset.

4. Device can’t be detected by PC.
 • Make sure your device is in ‘on’ status.
 • Try with another USB cable.
 • Connect your device to a different port on your PC.

5. Device can't be connected with Wi-Fi.
 • Make sure your turn Wi-Fi to "ON" status.
 • Unplug Wi-Fi router, wait for 2 minutes and plug to connect again.
 • Make sure you input correct password by selecting "show password" when you input it.
 • Check and make sure there is no filtering setting or device connection limit in your
    router setting.
 • Forget original Wi-Fi connection, reset Wi-Fi router, and connect again.

6. Storage not enough.
 • Delete applications you don't use often to spare some space.
 • Clean caches in your device regularly Setting-APPs-Click the app and clear cache or
    data.
 • Install a third party system cleaner.
 • Factory reset your tablet to clear all data.
 • Get an extended memory card to expend storage.

If you have any nquestions, please feel free to contact us by E-mail or telephone.
E-mail address: cs@dragontouch.com
Tel: 1-888-811-1140 (US) Mon-Fri (except holiday) 9am-5pm (EST)
Official website: www.dragontouch.com

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.
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ウェブページの閲覧
お気に入りのウェブサイトにアクセスします。

メールの確認
お友達やご家族と連絡します。

YouTube™ 動画の鑑賞
世界で最も人気のある動画共有コミュニティにアクセスします。

お気に入りの読書
電子書籍リーダー*で多くの本をダウンロードします。

Play Store（インストールする必要あり）で無数のAndroid™向けゲーム、アプリなどを発見
します。

ワイヤレスでインターネットに接続
高速のWi-Fi 802.11 a/b/g/n規格。

どこでもメディアライブラリを楽しみます。

ポータブルモバイルバッテリーで人気音楽、動画や写真を再生します。
MicroSDメモリカードリーダー。
ストレージ容量を増やします（最大128GB対応）。

内蔵カメラ
便利な前面カメラ2.0MP / 背面カメラ8.0MP。

自動的な向き検出
ディスプレイは自動的に対応するので、お気に入りの向きで読むことができます！

e-Pubフォーマットの本を読むには、付属の電子書籍リーダーアプリが必要です。

機能 外観

1. MIC
2. USBホスト： USBデバイスに接続します。
3. MicroSDカード： 外部のMicroSDメモリカードを挿入します。
4. ヘッドホン： ヘッドフォン用のオーディオ出力ポート。
5. 前面カメラ
6. リセットホール
7. 電源ボタン / スクリーンセーバー
8. 音量+ / 音量-
9. スピーカー
10. 背面カメラ
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使用について
タブレットの電源の入れ方と切り方
電源の入れ方：
LCD画面がオンになるまで、電源ボタンを押し続けてください。ホーム画面が表示される
と、タブレットは使用できます。

電源の切り方：
1. デバイスオプションメニューが表示されるまで電源ボタンを押し続けてください。
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2. 画面で確認してタブレットの電源を切ります。

画面をオンまたはオフにする方法（スタンバイ）
タブレットの電源が入っているとき、画面をオフにして電池の電力を節約できます。電源
ボタンを1回押すだけで画面が消えます。電源ボタンをもう一度押すと、画面がまたオン
になります。

電池の電力を節約するには、タブレットが使用されていないとき（1分-30分）に画面が自
動的に消えるように設定できます。

このタイマーオプションは表示メニューで利用できます。

ホーム画面
① バック： 押すと前の操作画面を確認します。
② ホーム画面： 押すとホーム画面に移動します。
③ 背景： 実行しているアプリケーションを確認します。既存のアイドルのアプリはより良い
                性能を提供するかもしれません。
④ アプリケーションパネル： 押すと利用可能なすべてのアプリケーションをチェックしま
                                                  す。

壁紙
ホーム画面の空白部分で指をタップ＆ホールドすると、ポップアップメニューが表示され
ます。ギャラリーまたはダウンロードしたファイルまたはオプションとしてリストされてい
るものから壁紙を選ぶことができます。

ウィジェット
ホーム画面の空白部分で指をタップ＆ホールドすると、ウィジェット付きのポップアップ
メニューが表示されます。

ヒント：
1. アイコンをタップして別のアイコンの上に移動すると、ホーム画面に新しいフォルダを
    作成できます。 フォルダを開きます。 フォルダの名前を変更するには、[名前のないフォ
    ルダ]をクリックして、フォルダの名前を変更できます。

2. 画面上部から垂直方向に下にスライドして、クイック通知メニューに入ります。

スクリーンロック
タブレットを保護するために画面ロックを設定します。
 - 設定 - セキュリティと現在地情報  - 画面ロックを選択し- 「なし、スワイプ、パターン、
PIN、パスワード」からモードを選択します。 コードを忘れた場合の安全対策として、バッ
クアップPINを作成できます。



アプリについて
アプリを開くには、ホーム画面でアプリのアイコンをタップするか、またはランチャー画面
でタップして開いてください。
ランチャー画面：

画面のロック解除方法
画面が消えると、もう一度起動するにはロック解除する必要があります。ロックアイコンを
スワイプして、ロック解除してください。

ご注意： 上記の画面はイメージだけです。当社は、最終的にこのタブレットで利用可能な
アプリを変更・改善する権利を留保します。 

アプリについて
プリインストールアプリ
ご都合の良いように、いくつかのプリインストールアプリがあります。
下記の通りです：
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ウェブページを閲覧します。

簡単な数学演算を実行します。

カメラで写真またはビデオを撮ります。

メールを確認します。

音楽を再生します。

設定メニューにアクセスし、タブレットのオプションを変更します。

スクリーンショット
電源ボタンと音量「 - 」を同時に押し続けると、スクリーンショットできます。
スクリーンショットは写真ファイルに保存されます。



WI-FI 接続方法
通知バーには、タブレットのWi-Fi状態を示すアイコンが表示されます。
      起動しているWi-Fiネットワークが範囲内にあること。
      Wi-Fiネットワークに接続していること（波は接続の強度を示します）。
[アイコンなし]範囲内にネットワークがない、またはWi-Fiがオフになっています。

1. Wi-Fiがオンになっていない場合は、オンにしてください。方法：
   a. ホーム画面に入ります：ホームボタンを押します。
   b. 設定メニューを開きます：ホーム画面でアイコンをタップしてランチャーに入り、設
        定アイコンをタップします。
   c. ワイヤレス&ネットワークメニューを開きます：アイコンをオンにします。

Wi-Fiをオンにすると、タブレットは利用可能なWi-Fiネットワークを検索して表示します。

ご注意： 以前に接続したことがあるネットワークが見つかった場合、タブレットはそれに
接続します。表示されたリストに自分のネットワークがない場合は、再検索することがで
きます。

2. 利用可能なWi-Fiネットワークを選択して接続します：
上記のWi-Fi設定と同じメニューで、リストにあるネットワークをタップします。

そのネットワークが起動している場合、タブレットは接続を確認する画面を表示します。
接続をタップして確認します。

そのネットワークが保護されている場合（ロックアイコンで示される）、パスワードやその
他の認証情報を入力する必要があります。ワイヤレスパスワードボックスをタップすると、
オンスクリーンキーボードが表示され、それを使用してパスワードを入力します。接続を
タップして確認します。 
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プリインストールアプリ
アプリのインストール
このデバイスのアプリストア、ウェブブラウザなどの提供元でその他のアプリをダウンロ
ードすることもできます。

非ストアによるアプリのインストールは、タブレットで許可を設定する必要があります。
提供元不明のアプションは、アプリ設定メニューで設定できます。

ご注意：
1. 該当するアプリがある場合は、ユーザーがそのすべての請求に対して責任を負います。

2. 製造/販売者は、デバイスと互換性がないアプリについては信頼できません。

3. アプリがインストールされた後、アプリパネルにアイコンが表示されない場合がありま
    す。理由としては、 このアプリがOSと互換性がないかもしれません。またはダウンロー
    ドしたファイルが壊れているため、フルバージョンをダウンロードする必要がある可能
    性があることです。

製造元が提供するもの以外のOSをインストールして使用すると、デバイスが誤動作する
可能性があるため、この状態ではデバイスは保証の対象外となります。

Wi-Fi

Wi-Fiの使用
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Wi-Fiネットワークに接続した後、画面の右上にある通知バーにWi-Fi電波の標識が表示
されます。

ご注意： Wi-Fiネットワークが範囲内にない場合、またはルーターのネットワーク名（SSID）
を隠すように設定されている場合は、それに接続したり、高度なWi-Fiオプションを設定し
たりするには、マニュアルを参照してください。

23 24

インターネットナビゲート
ブラウザを使用する前に、Wi-Fiまたはインターネットが接続されていることを確認して
ください。

ブラウザを設定する
プレインストールされたブラウザを使うことができますし、お好みのほかのブラウザをダ
ウンロードすることもできます。 ブラウザページの右上隅にあるアイコンをタップして、サ
ブメニューを開いて、より詳細な設定を行うことができます。

ナビゲート
ブラウザアイコンをタップしてブラウザを開きます。 画面のキーパッドにURLを入力する
と、Webサイトにすばやくアクセスできます。 Webサイトは実際のデバイスでの表示に最
適化されています。

ブックマーク
1.      ブックマークを追加するには、任意のWebページをタップします。 その後、「OK」をタ
    ップしてWebサイトを保存または名前変更します。
2.      タップして、ブックマークしたサイト、保存したページ、閲覧履歴を表示します。
3. ブックマークを削除するには、ブックマークページに移動し、削除したいブックマークを
    タップ＆ホールドします。 「ブックマークを削除」をタップしてください。 削除確認ウィン
    ドウで、[OK]をタップします。

クッキー
ナビゲーション中にWebサイトによってデバイスに保存されたCookieには、サイト固有の
情報が含まれています。 また、適切に管理されていないとセキュリティ上のリスクが生じ
る可能性がある個人情報（ユーザー名やパスワードなど）を含めることもできます。 いつ
でもこのデバイスからこれらのクッキーをクリアすることができます。 [ホーム] Webペー
ジに移動し、[設定] - [プライバシーとセキュリティ] - すべてのCookieデータを消去します。

BLUETOOTHデバイス接続方法
Bluetoothをオンにする
ファイルを転送することができる前にこのデバイスの装置を他の装置と接続しなければ
なりません。 [設定]で[Bluetooth]を選択します。 Bluetoothを「オン」にすると、ステータス
バーにBluetoothインジケータが表示されます。 近くの利用可能なデバイスの検索が始
まります。 再スキャンが必要な場合は、右上隅にあるメニューをタップして[更新]をタップ
します。

スキャン装置
スキャンした後、範囲内のすべての利用可能なBluetoothデバイスのリストがあります。
ペアリングしたいデバイスがリストに表示されていない場合は、他のデバイスの電源が
入っていて、検出可能に設定されていることを確認してください。

Bluetoothデバイスとのペアリング
ペアリングしたいBluetooth機器の名前をタップします。 ターゲットデバイスに「Bluetooth
ペアリングリクエスト」ダイアログが表示されます。 「ペアリング」をタップすると、ペアリン
グされたデバイスが表示されます。

Wi-Fi

Wi-Fiの使用

9:14 AM

CPGC-2.4G

HuaWei

aWiFi-b7d9

CPGC-5G

TP-LINKAD5E

TP-LINKAD5E-5G

CPGC-5G
パスワード

詳細設定

キヤンセル 接続

パスワードを表示する



仕様

3. ストレージを読み込みます。
ファイル転送（MTP）ボタンをタップして、内蔵ストレージを読み込みます。読み込んだ後、
ファイルをパソコンまたはタブレットに転送することができます。 

その他の接続方法
パソコンに接続します
タブレットをパソコンに接続してファイルを転送します。

1. タブレットをパソコンに接続します。
付属のUSBケーブルで：ケーブルの小さい方の端をタブレットのUSB 2.0高速コネクタに
差し込みます。大きい方の端をパソコンの利用可能なUSB 2.0高速ポートに差し込みま
す。

2. タブレットを接続した後、USBアイコンを下にスライドして、USB接続アイコンをタップ
    します。

プロセッサ

RAM

ストレージ

表示

Wi-Fi 接続

オーディオ出力

PCインターフェース

追加機能

OS

RK3326（クアッドコア Cortex-A35 最大1.5GHz）

2GB  LPDDR3 

32GB 内蔵フラッシュ MicroSDカードスロット（最大128GB対応）

8'' 800*1280, 静電容量タッチパネル

IEEE 802.1 1 a/b/g/n

3.5mm ヘッドホン

高速 USB 2.0

内蔵マイク  1X1Wスピーカー
前面カメラ（2.0MP） 背面カメラ（8.0MP)

Android 9.0

Bluetooth 4.0

デバイスリセット
忘れたパスワードやタブレットのPINなど必要に応じる時にタブレットをリセットできま
す。これにより、タブレット内のすべての情報が消去され、デバイスがファクトリモードに
戻ります。

ご注意
ハードリセットを実行すると、すべてのユーザーアプリケーション、ユーザーデータが削除
されます。 ハードリセットを実行する前に、重要なデータをバックアップしてください。 
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お問い合わせ
弊社の製品についてご質問、ご意見がございましたら、下記のアドレスにEメールを送信
してください。こちらは全力を尽くして、お客様の問題を解決させていただきます。
E-メール: cs@dragontouch.com
公式サイト: www.dragontouch.com

Google, Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of
Google LLC.

トラブルシューティング
1. 機器の電源が入らない。
 • 30分充電してからデバイスを再起動します。
 • デバイスがスリープモードになっている場合は、電源ボタンを短く押して点灯するかど
    うかを確認します。
 • 電源ボタンを20秒間押します。
 • 実際のデバイスにリセットボタンがある場合は、ピンでリセットボタンを押してハード
    リセットを開始します。
ご注意： 初めて使用するときに、8時間充電し続けてください。

2. 端末は充電されません
 • 30分間デバイスの電源を入れたままにします。
 • 充電器が充電ポートに正しく挿入されていることを確認してください。
 • 別のコンセントまたは互換性のある充電器を試してください。

3. 操作中のエラーメッセージ
 • エラーメッセージが表示されたアプリケーションをアンインストールし、再度インストー
    ルするためにダウンロードします。特定のアプリケーションをエラーで更新することも
    できます。
 • システムをリセットして、システムを削除して工場出荷時のモードにクリアします。

4. デバイスがPCによって検出されない
 • 端末のステータスが「オン」になっていることを確認してください。
 • 別のUSBケーブルで試してください。
 • デバイスをPCの別のポートに接続します。

5. デバイスをWi-Fiに接続できない
 • Wi-Fiが「オン」の状態になっていることを確認してください。
 • Wi-Fiルーターを取り外し、2分待ってから再度接続します。
 • 入力時に「パスワードを表示」を選択して、正しいパスワードを入力してください。
 • ルーター設定にフィルタリング設定やデバイス接続制限がないことを確認してくださ
    い。
 • 元のWi-Fi接続を忘れて、Wi-Fiルーターをリセットしてから、もう一度接続します。

6. ストレージ不足
 • スペースを節約するためにあまり使用しないアプリケーションを削除します。
 • 定期的にお使いのデバイスのキャッシュをきれいにします。設定-APPs-アプリをクリッ
    クしてキャッシュまたはデータをクリアします。
 • 他社製のシステムクリーナーを取り付けます。
 • 工場出荷時にタブレットをリセットしてすべてのデータを消去します。
 • ストレージを消費するために拡張メモリカードを挿してください。

電源

再生時間
（時間）

音楽6時間・動画4時間・
ウェブページ閲覧3時間まで

充電式リチウムポリマー電池
電源アダプタ（USB 5V・2A）

日本語


