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1, 同梱品
① 商品本体　　② USB（充電）ケーブル　　③ 取扱説明書　　④ 保証書

このたびは、弊社タブレットをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にお使いいただくために、本書および製品に添付されており
ます他の説明書、保証書を必ずお読みになり、正しくお使いください。

電源ボタン
長押しで起動
起動中に押すとスタンバイモードになります
長押しでシャットダウンウインドウの表示
音量を上げる
音量を下げる
液晶 : 静電式タッチスクリーン
フロントカメラ
マイク

はじめに
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2, 各部の名称（前面）

5

2 3 1 4

6



スピーカー
リアカメラ

3, インターフェース（側面、背面）

リセット
3.5mm ヘッドフォンジャック
USBスロット

注意
リセットボタンを押した場合は出荷状態にもどります。
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microSDカードスロット
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4, 周辺機器の接続

5, タブレットの基本操作
タブレットのほとんどの操作は、画面を指で触って行います。

タップ
画面のアイコンなどを指先で軽くタッチする操作
長押し
画面上のアイコンなどをタッチし続ける操作

スワイプ
画面上を指で素早く移動させる操作

ドラッグ
画面のアイコンなどに指で触れたまま、上下左右に移動
したい場所まで画面上を滑らせる操作

ピンチアウト・ピンチイン
画面上を2本の指で押し広げたり、狭めたりする操作

3

ヘッドフォン

USBフラッシュドライブ

パソコン

ACアダプタ
入力AC100V／出力5V2A



6, 電源のON/OFFの切り替え
6,1 電源をONにする
電源ボタンを3～4秒ほど長押しすると起動します。
起動すると下記の画面が表示されますので、「　キーマーク」の
アイコンをタップしドラッグしてください。

6,2 スタンバイモード
起動中に電源ボタンを押すとスタンバイモードになります。
再度電源ボタンを押すとスタンバイモードから復帰します。

6,3 電源をOFFにする
電源が入っている状態で、電源ボタンを3秒ほど長押しするとシャット
ダウンのポップアップが表示されるので、「　 電源を切る」をタップして
電源が落ちます。

注意
電池の充電が無くなると自動的にシャットダウンします。
再度、電源を立ち上げる場合には充電をしてください。
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7, 画面
7.1 メイン画面

5

アイコン 説明

戻る

メイン画面へ

起動中のアプリケーションの表示

音量

ファンクションメニューへ

設定

無線LAN

バッテリー残量

検索

時間



メイン画面右中央の 　　 アイコンをタップ 　※7.1 メイン画面参照

7.2 ファンクションメニュー

7.3 ウィジェット

7.4 ステータスバーアイコン
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アイコン 説明 アイコン 説明

Wi-Fi未接続

アップロードデータ

PC接続

機内モード

Wi-Fi接続

ダウンロードデータ

バッテリー残量

音楽再生中



8, クイックセッティング

9, Wi-Fiのセットアップ
9.1 Wi-FiをONにする
設定をタップしWi-Fiを”ON”にする。

9.2 Wi-Fiネットワークに接続
自動的にWi-Fiネットワークを検索し、ネットワークの強さが表示されます。
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画面の明るさ

Wi-Fi接続

ブルートゥース接続

設定

バッテリー残量

オーナー

現在地表示

画面のキャスト

機内モード

自動回転



9.3 ネットワークの接続の設定

A,ネットワークはデフォルトでは自動取得されます。
自動で取得されたネットワークから接続するネットワークをタップすると
接続されます。
パスワードが必要な場合は下記の画像のようにポップアップが表示
されますので、パスワードを入力すると接続されます。

B,ネットワークを手動で設定する。
ネットワークを新規で追加する場合は設定の右上にあるネットワークを
追加をタップし、任意のネットワーク名とセキュリティの有無及び種類
（セキュリティがかかっている場合にはパスワードも入力してください。）
を入力してください。

※本製品をご使用いただくには別途、インターネット接続環境（無線LAN）が必要です。
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接続先ネットワーク名



10, キーボードによる文字入力
文字の入力は、「かな入力」、「英字入力」、「数字入力」を選んで
入力します。

各行の50音のかなボタンをタップするごとにかなが順次表示されます。
同じ行内にあるかなを続けて入力する場合は▶ボタンをタップしてから再び
入力します。文字を入力すると変換候補がキーボード上に表示されますので、
タップして選択し　　決定ボタンをタップして確定します。
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かな漢字入力

各行の英字・記号ボタンを目的の
文字が表示されるまで続けてタップ
して選択します。
次に入力する文字が同じ行内にあ
る場合は▶ボタンをタップしてか
ら再び入力します。

英字入力
数字、記号、絵文字の入力。
全ての記号の表示は
　　ボタンを押します。
顔文字を表示は
　　ボタンを押します。
絵文字を表示は
　　ボタンを押します。

数字入力

かな入力モードへ切り替え

大文字、小文字の切り替え

大文字、小文字、濁点、半濁点を切り換えます。

前候補へ移動

カーソルを前へ移動

数字入力モードへ
切り替え

英字入力モードへ
切り替え

削除

カーソルを後へ移動

スペース

決定

かな入力モードへ切り替え

記号や顔文字、絵文字の入力



免責事項
当説明書の内容につきましては、利用者の責任において行うものとします。
内容につきましては万全を期しておりますが、正確性・妥当性・有用性について保証するものではありません。
使用にあたり、不利益・損害・実績が得られない等のことがありましても一切の責任を負い兼ねますのでご了承下さい。

販売元　株式会社シルバーウイン
千葉県浦安市美浜1-9-2www.poke-tab.comwww.poke-tab.com

弊社タブレットに関する最新情報やサポート情報はこちらよりご覧いただけます。
www.poke-tab.com

製品仕様

ディスプレイとネットワーク

スペック

CPU

型番

RAM

記憶容量

カメラ
バッテリー容量

Cortex-A33 Quad-core　1.5GHz

SWA7108

1GB

内蔵フラッシュメモリ 8GB

フロント 30 万画素、 リア 200 万画素
2500 mAh 

液晶サイズ

解像度

スクリーン

無線LAN （Wi-Fi）

7 インチワイド (IPS 液晶 )

1024×600

5 点マルチタッチ・スクリーン（静電容量方式）

IEEE 802.11 b/g/n

インターフェース

サイズ・重さ

Micro USB

Micro SD

マイク

サウンド機能

USB2.0 対応

最大 128GB まで対応

内蔵モノラルマイク

ステレオヘッドホーン端子（3.5mm）
内蔵モノラルスピーカー

サイズ

重さ

W188×D109×H10.5mm

約 264g





User’s  Manual
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Mic

1, Included items

2, Mainframe introduction

① POKETAB7 HD　　② USB cable
③ User’s manual　　④ Warranty card

Power ： a. long press it to turn on or pop up Shutdown windows
           b. press it to enter standby mode or exit
　　　  c. long press for 6s to turn off

Volume＋ ： increase the volume
Volume－ ： decrease the volume
Screen : Capacitive Touch Screens
Camera ： front camera
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Speaker
Camera ： Rear camera

3, Interface introduction

MicroSD ： insert Micro SD card 

Reset
3.5mm Head Phone
USB slot

Caution
To return to the factory state if you press the reset button.
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4, Peripheral Connection
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Head Phone

USB frash drive

PC

USB Charger
AC100V／DC5V2A



5, Turn on/off
5,1 Turn on and unlock the screen
In Power off mode, long press “POWER” button to enter
Android system’s Boot screen ; after enter the desk top,
touch and drag the icon to unlock, as shown in fingure below:

5,2 Power saving mode and lock the screen
After power on, press “POWER” buttton to enter SLEEP
power saving mode,
the screen turns to black and enters to lock state,press
“POWER” button again to unlock and the screen to bright.

5,3 Turn off
In power on state, longpress “POWER” button to pop up
Shutdown confirmation portal, select “Confirm” to turn off
the device 

Note : when the device is in low battery, there is a continuous alarm,
and it will automatically power off it you don’t carge it; if you can not
turn on the device, check whether the battery is enough; make sure
there is a certain battery reserve, then try to turn on the device.
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6, User Interface
6.1 Main Interface
Turn on and unlock the screen, then enter Main Interface
as below:
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Icons Captins

Return

Main Interface

Back Stage

Volume

Function Menu

Setting

Wi-Fi state

Battery Status

Serch bar

Time



Click          in Main Menu to enter function menu

6.2 Function menu

6.3 Widget

6.4 Status Bar Icons
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Icons Captions Icons Captions

Open Wi-Fi available

Uploading data

Connected to PC

Flight mode activated

Wi-Fi connected

Downloading data

Battery power level

Music being played



7, Quick Settings

8, Wi-Fi setup
8.1 Turn on Wi-Fi
Click to enter setup menu, select “On” in Wi-Fi
options, as shown in figure below:

8.2 Wi-Fi setting and Wi-Fi network
Click “Scan” , system will search Wi-Fi network automatically,
and display signal strength
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Brightness

Wi-Fi connection

Bluetooth connection

Settings

Battery status

Owner

Location

Cast screen

Flight mode activated

Auto rotation



8.3 IP address setting and connecting: two ways

A, Auto Obtain IP address:
System default is IP address auto obtaining, click the target
network name, input password if it is required to, click “KW” 
network as picture below to pop up Password inut Window;
input right password, and click it; after through KW network’s
verification, system will auto obtain IP address from KW
network, as shown in figure below:

B, Manually Obtain IP address:
Place a check mark in “Advanced” and select “Static” in
“IP setting” ; click “connect” and the setting will be effective.

Disclaimer : We try to ensure its correctness and integrity of the manual,
but it is hard to avoid any mistake and omission.
Please take material object as the standard, Our company is derelict of
duty for mistake and omission that may exist.
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Target network name



SILVERWIN Corp.
1-9-2, Mihama Urayasu-shi, Chiba, 
279-0011.JAPANwww.poke-tab.comwww.poke-tab.com

Tech Specs

D i s p l a y

S p e c s

CPU

Name

RAM

Strage

Camera
Battery

Cortex-A33 Quad-core　1.5GHz

SWA7108

1GB

8GB

front 0.3MP、 rear 2MP
2500 mAh 

Type

Resolution

Screen

Wi-Fi

7inches  IPS LCD

1024×600

Multitouch

IEEE 802.11 b/g/n

I n t e r f a c e

B o d y

Micro USB

Micro SD

Mic

Sound

USB2.0

up to 128GB

Built-in microphone

3.5mm jack
mono speakers

Dimensions

Weight

W188×D109×H10.5mm

264g


