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交換する

お問い合わせ先

電話番号：0120-981-030 （通話料：無料）
 ※携帯・PHSからも通話料無料

＜受付時間＞ 10:00～19:00（土日祝日は一部休業）

! お問い合わせの際は「ご利用開始のご案内」（SMSまたは郵送）に記載のカスタマーIDを
ご用意ください。本人確認のために必要です。

ご不明点の確認・各種お手続き

ご利用中のサービスをお選びください。

検索sbbcs.jp

Yahoo! BB 光 with
フレッツ／フレッツコース
をご利用のお客様

ソフトバンク株式会社 P150130



BB
フォンインター

ネット

1.パソコンを含む全ての機器の電源を切っ
た後、NTT提供機器等とパソコンをつな
ぐLANケーブルを取り外す

　2.同梱のLANケーブル （灰色のコネクタ） 
をNTT提供機器等に差し込む

光BBユニットの

〔インターネット回線〕ポートに

LANケーブル

（灰色のコネクタ）を差し込む

光BBユニットの

〔パソコン1～4〕ポートと

パソコンをLANケーブル

（青色のコネクタ）でつなぐ

※付属のLANケーブルをご利用ください。

パソコンには
差し込みません。

NTTからのご案内をご確認のうえ
「Yahoo! BB ご利用開始のご案内」に記載されている
「認証ID（ユーザー名）」「認証パスワード」
をひかり電話ルーターに設定してください。

NTT提供機器の初期設定を変更された場合は、設定画面
からPPPoEブリッジ（PPPoEバススルー）の設定を「使用する」に
変更してください。
NTT提供機器やパソコンなどにインターネット接続設定を
された場合は、設定を削除してください。

LANケーブル ※
（灰色のコネクタ） LANケーブル ※

（青色のコネクタ）

LANケーブル ※
（灰色のコネクタ）

×

※
NTT西日本提供の
フレッツ・光プレミアムを
ご利用のお客様

NTT東日本/西日本の提供機器や
パソコンなどにPPPoE IDや
パスワード入力等、インターネット
接続設定をされていたお客様

NTT提供機器等 パソコン

NTT提供機器等 NTT提供機器等

※１で取り外したポート位置に、同梱のLANケーブルを
　接続してください。

お手元にご用意ください。

ソフトバンクよりお届けの
Yahoo! BBご利用開始のご案内
（SMSまたは郵送）

■「認証ID（ユーザー名）」
　「認証パスワード」
　　　　　　　　　　　　 参照設定が必要なケース①

■お申し込みサービス
※お客様のお申し込み内容をご確認ください。

　【Yahoo! BB 光 フレッツコースのお客様】
　　　　　　　　　　　　 参照

■お申し込みオプションサービス
※お客様のお申し込み内容をご確認ください。

　【接続時に注意が必要なオプションサービス】

・BBフォン［接続図P5-6参照］

設定が必要なケース②

網
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セキュリティ

BBフォンにお申し込みのお客様は、
次ページをご確認ください。

光BBユニットの
ランプ点灯を確認し
パソコンの電源を入れる

NTT提供機器等
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BBフォンにお申し込みのお客様は、
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ランプ点灯を確認し
パソコンの電源を入れる
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BB
フォン

BBフォンにお申し込みのお客様
電話回線の接続方法

65

※必ず、NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光開通工事完了後に接続してください。
　すでにフレッツ光をご利用中の場合は、光BBユニットが届き次第接続してください。

モジュラーケーブル（黄色のコネクタ） 

モジュラーケーブル（緑色のコネクタ） 

灰色のコネクタのLANケーブルは回
線終端装置（ONU）、宅内端末装置
（VDSL）、LANモジュラージャックに
接続されています。

黄色のコネクタのモジュラーケーブル
をご自宅の電話用モジュラージャック
に差し込みます。（図中のB同様）

A

B

A〔電話機〕ポート

B モジュラージャック

電話をNTT提供機
器等につないだ状態
でご利用の場合

電話をモジュラー
ジャックにつないだ
状態でご利用の場合

セキュリティ

LANケーブル 
（灰色のコネクタ）

モジュラーケーブル 
（黄色のコネクタ）

電話機につないで接続完了！

ご利用の前に、
BBフォンランプの点灯を
ご確認ください。

市外局番の設定が必要です。P9 「BBフォンを
ご利用のお客様」に記載のURLを必ずご確認
ください。

接続完了後
BBフォンを
ご利用前に

【ご注意】
モジュラーケーブル
（コネクタが小さい方）は

黄色　　「電話回線」ポート

緑色　　「電話機」ポート

これ以外には差し込まないでください。

光BBユニット接続完了後に点灯※

※弊社ADSLサービスからサービス変更さ
れた場合、光BBユニットを接続した翌日
12：00までに点灯

モジュラーケーブル（黄色
のコネクタ）は、お客様の
ご利用環境に合わせて接
続してください。
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Step 1

Step 1 Step 2

Step 3 Step 4

Step 2 Step 3 Step 4

Wi-Fi をタップ

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
①Wi-Fiを「オン」

Wi-Fi
(無線LAN)

※SSID/パスワードをお客様で変更された場合は、
　変更後のSSID/パスワードをご入力ください。

本体側面に記載のSSID/パスワードをご確認ください。

ホーム画面から「設定」をタップ

ホーム画面から「設定」を
タップ

SSID
(12桁の英数字）

パスワード
(1３桁の数字）

ホーム画面から「設定」を
タップ

iPhone

iPad

スマートフォン※1

※1　設定方法は機種によって異なります。設定はスマートフォンの取扱説明書、ホームページ等のご確認をお願いいたします。
※2　SSIDが表示されない場合は「ネットワーク追加」を選択。

Wi-Fiをタップ

必要に応じて
パスワードを入力

①Wi-Fiを「オン」

②本体側面に記載の
　SSID をタップ

Wi-Fi設定をタップ
②本体側面に記載の
　SSID をタップ

必要に応じて
パスワードを入力

Wi-Fi マークが出れば
設定完了！

①Wi-Fiを「オン」

②本体側面に記載の
　SSID をタップ※2

必要に応じて
パスワードを入力

Wi-Fi マークが出て、
接続済みと表示され
れば設定完了！

Wi-Fi マークが
出れば設定完了！

ご利用のお客様のみ

87

Wi-Fi（無線LAN)ご利用のお客様
光BBユニットとスマートフォンや
タブレットをWi-Fi接続するための設定方法
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Wi-Fi（無線LAN)ご利用のお客様
光BBユニットとスマートフォンや
タブレットをWi-Fi接続するための設定方法



●BBフォンの市外局番設定をされるお客様

softbank.jp/ybb/r/bbu2_bbphone/

●Windows PCでWi-Fi接続されるお客様

u.softbank.jp/1nW5CJ

●ひかりTVをご利用のお客様

softbank.jp/ybb/r/bbu2_hikaritv/

●NTTの提供するIPv6サービスをご利用のお客様

softbank.jp/ybb/r/bbu2_ipv6/

●フレッツ・光プレミアムをご利用のお客様

softbank.jp/ybb/r/bbu2_pppoe/

お客様のご利用サービスに応じた各種設定方法は
下記URLをご確認ください。

光BBユニットの状態確認ランプ（説明）

Wi-Fi（無線LAN）

●モバイルWi-Fiセット割ご加入のお客様

ybb.softbank.jp/support/connect/mobilerouter/

＊WPS機能の詳細は下記URLをご確認ください。
   http://ybb.softbank.jp/support/connect/wireless/security/index.html

リセットボタンを1～2秒押すと、光BBユニットが再起動します。
ボタンを5秒間押し続けると、光BBユニットに設定した機能が初期化します。
※リセットボタンを先に押すと、リセットが優先されますのでご注意ください。

使用しません。

BBフォンを利用した通話が可能となったとき、緑色に点灯します。
通話中に緑色に点灯している場合は無料通話となり、
緑色に点滅している場合は有料通話となります。

光BBユニットに接続された機器との状態を表示します。
〔点灯時：通信可能／点滅時：通信中〕

※ホワイトコール24での通話時は緑色に点滅しますが、無料通話となります。
※BBフォンにお申し込みいただいていない場合は消灯します。

※Wi-Fiマルチパック、またはWi-Fi地デジパックにお申し込みいただいていない場合は消灯します。
※WPS機能*の設定時は点滅し、完了後に点灯します。

※Wi-Fiマルチパック、またはWi-Fi地デジパックをお申し込みの場合のみ。

109

セキュリティ
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●記載されているWEB画面等のイメージは予告なく変更
となることがあります。

●iPhone、iPadはApple Inc.
の商標です。 ●AndroidはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

2015 7 1

本冊子

使用

詳細は医療機器メーカーにお問い合わせください。

当社へお問い合わせください。

その他のご注意
●本製品は0～40℃の範囲でご使用ください。極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。

光BBユニットをご使用前に必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。

までご連絡ください。

をコンセントから抜いて、当社にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となる場合があります。特に小さなお子様がいるご家庭ではご注意ください。
万一、異物が入った場合は、すぐに電源アダプター

電源アダプターのコードを束ねたり、許容量以上の配線はおやめください。また、たこ足配線のコンセントに差し込まないでください。
火災の原因となることがあります。

故障の原因となりますので、本製品に当社の指定する機器以外は取り付けないでください。万一、機器などに不具合が発生しても弊社は一切責任を負いません。

電源アダプターの内部に水が入ったり、濡らしたりした場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると
火災、感電の原因となることがあります。

電源アダプターは、本製品以外では使用しないでください。

電源アダプターをコンセントに差し込むときは、プラグに導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、
確実に差し込んでください。感電、ショート、火災などの原因になります。

電源アダプターとコンセントの間のほこりは、定期的に（半年に１回程度）取り除いてください。また、電源コードもあわせて定期的に点検してただき、曲がり、
ねじれ、傷などがないか確認してください。使用中に電源アダプターのコードの一部が熱かったり、折り曲げ傷がある場合は、すぐに使用を中止して電源アダ
プターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると、機器故障や火災の原因となる場合があります。

機器故障、火災や感電の原因となることがあります。

雷が発生したときは、電源アダプターをコンセントから抜いてご使用をお控えください。また、電源回線ポートにモジュラーケーブルが接続されている場合
は、モジュラーケーブルも抜いてください。落雷によって、火災や感電、機器故障の原因となる場合があります。モジュラーケーブルを抜いている間は電話が
使えませんが、NTT加入電話等をご利用の場合は、電話機とモジュラージャックを直接モジュラーケーブルで繋いでお使いいただけます。ただし、落雷によ
って電話機とモジュラーケーブルが故障および破損するおそれがありますのでご注意ください。雷がおさまったら再度接続してください。

本製品を直接日光の当たる所や、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、温度の高くなる所に置かないでください。内部の温度が上がり、機器故障や
火災の原因となる場合があります。

本製品の内部に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。機器故障の原因となる場合があります。

本製品をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや機器故障などの原因になります。

本製品、および電源アダプターを乳幼児の手の届かない場所に設置してください。誤って破損したり、けがなどの原因になります。

や火災

本製品をご自分で修理、分解、改造等しないでください。火災や感電のおそれがあります。

本製品の部品は絶対に取り外さないでください。火災、けが、感電、漏電などの事故または機器故障の原因となります。お子様などが万一誤って部品を飲み
込まれた場合は、すみやかに医師に相談してください。

本製品から煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の
原因となります。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

本製品を落としたり、衝撃を与えた場合はすぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
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Wi-Fi（無線LAN）
お申し込みのお客様

7～8ページ

BBフォン
お申し込みのお客様

1～6ページ

インターネットのみ
お申し込みのお客様

1～4ページ

交換する

お問い合わせ先

電話番号：0120-981-030 （通話料：無料）
 ※携帯・PHSからも通話料無料

＜受付時間＞ 10:00～19:00（土日祝日は一部休業）

! お問い合わせの際は「ご利用開始のご案内」（SMSまたは郵送）に記載のカスタマーIDを
ご用意ください。本人確認のために必要です。

ご不明点の確認・各種お手続き

ご利用中のサービスをお選びください。

検索sbbcs.jp

Yahoo! BB 光 with
フレッツ／フレッツコース
をご利用のお客様

ソフトバンク株式会社 P150130


