
かんたん設定ガイド  はじめにお読みください

さらに詳しい内容はこちら

　
P170115

0800-2222-820

Yahoo! BBサービスをご利用のお客様

ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/

Yahoo! JAPAN ID
登録

Wi-Fi （無線LAN）
設定

BBフォン利用設定インターネット接続

SoftBank ブロードバンド サービスをご利用のお客様

sbs.softbank.jp/support/connect/ 

（通話料無料）
機器設定に関する
お問い合せ先

 ■受付時間 10:00～19:00

▪記載内容は2017年10月20日現在のものです。▪サービス内容およびデザイン等予告なく変更する場合があります。
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園Wi-Fi (無線LAN)の設定方法
お持ちの機器をWi-Fi (無線LAN)につなぎましょう

I Wi-Fi (無線LAN)の設定一 一
WPS対応機器（パソコン ・スマ ー トフォン ・ タ
ブレット ・ ゲ ー ム機など）にSSIDを入力せず
にWi-Fi (無線LAN)の設定を行う方法です。

• 自動設定を行うには、接続する機器がWPSに対応している必要があります。接続する機器をご確認ください。

接続する機器にSSIDを手動で 入力して
設定を行う方法です。

自動設定で使用するボタンとランプ

「機能」ボタン ・自動設定こ利用時に使用
2秒程度押す ー 自動設定
5秒以上押す 一 Wi-Fi(無線LAN)機能が

ON/OFFになります

「Wi-Fi」ランプ ・機能ボタンを押すと点滅
·Wi-Fi(無線LAN)が利用可能時に点灯 ホワイトステ ー ション

551D/暗号キ ー の確認方法

ホワイトステ ーション側面ラベルをご確認ください。

SSID : XX XX XX XX XX XX 
し――英数字12桁___J

暗号キー (PSK-AES): 0000000000000 
L__—英数字13桁 I 

ホワイトステ ー ション

O モバイル Wi-Fiセット割ご加入のお客様
モバイルWi-Fiのご自宅での使用方法についてはホー ムページをご確認ください。
ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/
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「自動的に接続する」にチェックを入れ、ホワイトステ ー

ション側面ラベルに記載のSSIDを 選択し、「接続」をク
リック

I ► P.7 「SSID/暗号キー の確認方法」参照 l

一

設定項目から
「利用可能」を
クリック

ホワイトステ ー ションの 「機 能」 ボ タ ンを2秒程度押し、
「Wi-Fi」 ランプの点滅を確認

-
ホワイトステ ー ション側面ラベルに記載の暗号キ ー

(PSK-AES)を入力し、「次へ」をクリック

I ► P.7 「SSID/暗号キー の確認方法」参照 l
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Yahoo! JAPAN トップページに会員限定の便利なメニューとおトクな情報が追加
された、毎日使えるYahoo! BB会員専用ページです。

Yahoo! BBご利用開始

Yahoo!  JAPAN ID の 登録方法

便利な会員専用ページ
毎日使える！ 

サービスのお手続きや機器の
設定など・サポート情報の入口

Yahoo! JAPAN ID／パ
スワードをメモし、「初
期登録」をクリック

メモしたYahoo! JAPAN 
I D／パスワードを入
力し、「ログイン」をク
リック

必要情報を入力し、
「Yahoo! JAPAN IDを
登録」をクリック

ybbid.yahoo.co.jp
にアクセスのうえ、
Yahoo! JAPAN ID／初
期パスワードを入力し、
「ログイン」をクリック

11 12

［ご利用開始のご案内］ 

SMS（メール）の場合
［ご利用開始のご案内］ 

郵送の場合

Yahoo! JAPAN ID ／初期パスワードを確認 SMSに記載のURLを
タップ。登録情報を入
力し、「ログイン」をク
リック

必要情報を入力し、
「Yahoo! JAPAN IDを
登録」をクリック

今すぐ
アクセス！ bb.yahoo.co.jp

おトクなキャンペーンや大切な
お知らせメールを配信、定期的
にチェックしようお客様

サポート
メール

Yahoo! JAPAN IDの登録 Yahoo! BBサービスにお申し込みのお客様

STEP

4

おトクな会員特典もいっぱい
会員特典

「プレミアム」プラン

「スタンダード」プラン
Yahoo!メール お買いものあんしん補償 Yahoo!かんたんバックアップ Yahoo!ジオシティーズ

お買いものあんしん補償
ヤフオク！、Yahoo!ショッピング、
 Yahoo!トラベルの会員限定の補償サービス

Yahoo!メール
容量無制限＊3のメールアドレスが
家族みんなで持てる！（11個まで）

Yahoo!かんたんバックアップ
連絡先・画像・動画を自動でバックアップできます
スマホバックアップ容量無制限！＊2

 

ヤフオク!
ヤフオク！でオークション出品ができる！

が、なんと！14倍＊1
Yahoo!
ショッピング

※ソフトバンクスマホをご利用の方で、指定プランにご加入
いただいている方は、「プレミアム」プランのYahoo! JAPAN 
IDでスマートログイン設定、またはスマートログインを設定
しているYahoo! JAPAN IDに「プレミアム」プランの特典移
行を行うと、ポイントが19倍になります。特典移行の詳細
はhttps://ybb.yahoo.co.jp/hikitsugi/をご確認ください。

＊1  通常ショッピングポイント「1倍」、Yahoo!プレミアム会員特典「4倍」、プレミアムプラン会員限定特典「9倍」の合計です。「9倍」のポイントの付与を受
けるには、「プレミアム」プランをお申し込み後に専用ページからエントリーが必要です。付与するポイントには上限があります。詳しくはWEB
（http://bbservice.yahoo.co.jp/shopping/）をご確認ください。＊2 短期間で大量のデータをバックアップすると制限がかかる場合があります。また、ブラウ
ザからご利用いただけるYahoo!ボックスへのファイルアップロードは、2週間ごとに1GBまでとなります。＊3 追加メールアドレスは最大10GB ／個まで。
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