
Yahoo! BB

は じ め る ガ イ ド

 ❚ NTT東日本／NTT西日本が提供する「フレッツフォン」をご利用のお客様へ
	 「ひかり電話機能」にお申し込みの場合
	「フレッツフォン」は、光BBユニットのパソコン1〜4いずれかのポートにLANケーブルを接続して

ご利用ください。

	 「ひかり電話機能」にお申し込みでない場合
	「フレッツフォン」は、NTT東日本／NTT西日本が提供する機器にLANケーブルを直接接続してご利用ください。

	 接続方法の詳細は、NTT東日本／NTT西日本へお問い合わせください。

〈光BBユニット詳細設定〉　  u.softbank.jp/1pLFVM

発行元　ソフトバンク株式会社

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「Yahoo!	BBご利用開始のご案内」（郵送またはSMS）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になります。

ご利用中のサービス
をお選びください。

ご不明点の確認・各種お手続き

お問い合わせ先

sbbcs.jp

P150134

接続からYahoo! BBのご利用までサポート

最初にお読みください
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 光BBユニット  LANケーブル＊
 （コネクタ 青色・灰色 各１本） 

 電源アダプター  おまかせセットアップ 
 CD-ROM

 モジュラーケーブル
 （コネクタ 黄色・緑色 各１本）

Yahoo! BB
はじめるガイド（本冊子）

 ご利用開始のご案内 
（郵送）

 ご利用開始のご案内
（SMS）

事前準備 INDEX

※	デザインは予告なく変更することがあります。

＊	必ず付属の LANケーブルをご利用ください。市販の LANケーブルをご利用いただく際は、
「カテゴリ 5e」以上をご購入ください。それ以外をご利用になる場合、速度が低下することがあります。

箱の中身をご確認ください

郵送またはSMSでお送りしている「Yahoo! BBご利用開始のご案内」をご準備ください

困ったときは

STEP1 インターネットの接続方法 P3-4

STEP2 電話サービスの接続方法
BBフォン／ホワイト光電話／ひかり電話機能

P5-8

STEP4 Yahoo!	JAPAN	IDの登録 P13-14

P15-16

STEP3 Wi-Fiの設定方法 P9-12

Windows	PCの設定方法
Android	端末・iPhone／iPadの設定方法

よくあるご質問
光BBユニットのランプ・ボタンの説明

Yahoo! BB

はじめるガイド

接続からYahoo! BBのご利用までサポート

最初にお読みください
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STEP1

4

STEP	1
STEP	2

STEP	3
STEP	4

困
っ
た
と
き
は

インターネットの接続方法

1

2

4

3

電源

警告

Wi-Fi

USB

機能

リセット

NTT提供機器等 光BBユニット（背面）

パソコンポート

LANポート

光BBユニット（前面）

パソコン

インターネット回線ポート 電源

警告

Wi-Fi

LANポート

NTT西日本のフレッツ光・プレミアムをご利用のお客様

NTT西日本が提供する加入者網終端装置（CTU）のPPPoE機能設定
を「使用する」に変更する必要があります。
設定方法の詳細は、NTT西日本へお問い合わせください。※	NTT提供機器等のイラストはイメージです。機器の形状はお客様により異なります。

設定方法の詳細は、NTT東日本／NTT西日本より送付されるマニュアルをご確認ください。

NTT提供機器等と
光BBユニットを
LANケーブル( )で接続

光BBユニットと
パソコンを
LANケーブル( )で接続

電源アダプターを接続
・	NTT提供機器等
・	光BBユニット

光BBユニットの
「電源」ランプおよび
「インターネット回線」ランプの
点灯を確認し、パソコンの電源を
入れる

■ インターネットを利用するため、NTT提供機器等と光BBユニット等を接続し ます。
 NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光回線工事後に、すべての機器の電源を 切ってから始めてください。

接続完了1 3 42

灰色 青色
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STEP2
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STEP	1
STEP	2

STEP	3
STEP	4
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き
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NTT提供機器等

光BBユニット（背面）

電話機ポート

電話回線ポート

電話機ポート

モジュラージャックB

A

電話機

または
NTTの「ひかり電話」をご利用の場合

アナログ回線の電話をご利用の場合

1
2

1

電話サービスの接続方法

今まで電話機と接続していた
A 	NTT提供機器等	または
B 	モジュラージャック
と光BBユニットを
モジュラーケーブル（ ）で接続

光BBユニットと電話機を
モジュラーケーブル( )で
接続

光BBユニットの｢BBフォン｣ランプの
点灯を確認

電源

警告

Wi-Fi

USB

機能

リセット

Wi-Fi

USB

光BBユニット（前面）3

BBフォン ホワイト光電話 ひかり電話機能

■ 電話サービスを利用するため、光BBユニットと電話機等を接続します。

ひかり電話機能をご利用の場合

BBフォン／ホワイト光電話を
ご利用の場合

P7の 4
をご確認ください

1 2

※	 NTT提供機器等のイラストはイメージです。
機器の形状はお客様により異なります。
設定方法の詳細は、NTT東日本／NTT西日本より送付さ
れるマニュアルをご確認ください。

	通常は、光BBユニット接続完了後に点灯
	Yahoo! BB ADSL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の12:00までに点灯

※	市外局番を省略して、市内発信をするためには、
光BBユニットの設定が必要です

〈設定方法〉  u.softbank.jp/1pLFVM
	 （BBフォン市外局番設定）

BBフォン

	ホワイト光電話開通工事日＊の16:00までに点灯
＊	別途「開通工事日のお知らせ」（ハガキ）をお送りします

ホワイト光電話

黄色

緑色

利用開始

※	Aまたは B以外で、以下に該当する場合は 1 の接続は不要です。
・	「BBフォン（050番号）」のみご利用になる場合
・	「ホワイト光電話」にて新たに取得された電話番号をご利用になる場合
※	Aの機器にTELポートがない場合は、手順 2 から行ってください。

3
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STEP	2

STEP	3
STEP	4
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電話サービスの接続方法 ひかり電話機能

NTT提供機器
(ひかり電話ルーター）

光BBユニット（背面）

UNI

5

5

LANポート

UNIポート

NTT提供機器（ひかり電話ルーター）の
側面に記載されている「認証機器名」を
確認

NTT提供機器（ひかり電
話ルーター）に接続されて
いるLANケーブルを抜き、
UNIポートにつなぎ替える

光BBユニットの
「ステータス」ランプの
点灯を確認

1 ｢UNI｣ と記載のカバー
をスライドし取り外す

2 	内蔵されている
ケーブルを抜く

3 	光BBユニットと接続し
ているLANケーブルを
UNIポートへ接続

電源

警告

Wi-Fi

USB

機能

リセット

Wi-Fi

USB

機能

リセット

光BBユニット（前面）

6

※	NTT提供機器等のイラストはイメージです。機器の形状はお客様により異なります。
設定方法の詳細は、NTT東日本／NTT西日本より送付されるマニュアルをご確認ください。

認証機器名 XX-XXXXX

認証機器名 XX-XXXXX

認証機器名 XX-XXXXX

4

■ ひかり電話機能を利用するため、一部のNTT提供機器（ひかり電話ルーター） では、接続の変更／機器の交換が必要です。
ひかり電話機能の開通日以降に行ってください。

4 5 6 利用開始

RT-XXXXXをご利用の場合
NTT提供機器（ひかり電話ルーター）に接続されているLANケーブル（ ）を抜き、
NTT東日本／NTT西日本が提供する回線終端装置（ONU）のLANポートにつなぎ替えます。
取り外したNTT提供機器（ひかり電話ルーター）はNTT東日本／NTT西日本にご返却ください。

〈接続方法〉	  u.softbank.jp/1rQtrC

RV-XXXXXをご利用の場合
NTT提供機器（ひかり電話ルーター）の交換が必要です。
NTT東日本／NTT西日本へお問い合わせください。

灰色

PR-XXXXX  をご利用の場合  手順 5 へ

RT-XXXXX
RV-XXXXX

 をご利用の場合	 P8下段参照

上記以外をご利用の場合  手順 6 へ

P150134.indd   7-8 2015/07/10   15:01:06
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STEP	1
STEP	2

STEP	3
STEP	4

困
っ
た
と
き
は

Wi-Fiの設定方法
■ Wi-Fiを利用するために、接続設定を行います。

設定方法には、自動設定（WPS対応機器のみ）と手動設定があります。
	 ※	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。

詳細は各機器をご確認ください。

Windows PCの設定方法
（自動設定／手動設定） ※ Windows 8 の場合

１

2

3

4

マウスを右に移動し、
メニューから[設定]をクリック

この画面が表示された場合は、
ご利用の環境にあった設定を選択

「接続済み」と表示されたら
設定完了

光BBユニットに記載の暗号キー（PSK-AES）を入力し、
次へをクリック

P9 「SSID／暗号キーの確認方法」参照

「自動的に接続する」にチェックを入れ、光BBユニットに
記載のSSIDを選択し、[接続]をクリック

※	2.4GHzと5GHzのSSIDが両方表示されている場合は、5GHz
（ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ－5G）の利用を推奨します。

P9 「SSID／暗号キーの確認方法」参照

設定項目から[利用可能]をクリック

※	 Windows	8以外の設定方法は、 	u.softbank.jp/1nW5CJをご確認ください。●	モバイルWi-Fiのご自宅での設定方法は、 	ybb.softbank.jp/support/connect/mobilerouter/をご確認ください。

2 で選択したSSIDの周波数帯域に合わせ、光BBユニットの
「機能」ボタンを長押しし、「Wi-Fi」ランプの点滅を確認

電源

警告

Wi-Fi

USB

機能

リセット

パソコン4

BBフォン

Wi-Fi

ステータス

USB

機能

BBフォン

Wi-Fi

ステータス

USB

機能

リセット

光BBユニット（前面）

光BBユニット(側面) のラベルをご確認ください。
この機器では、2.4GHzと5GHzの周波数帯域が利用できます。
どちらかを選択いただき設定してください。
接続する機器がどちらも対応していれば5GHzを推奨します。

電源

警告

Wi-Fi

USB

機能

リセット

光BBユニット（側面）

型番：J18V150.00

12V

E-WMTA2.3

2.5A
30W

000-012345

 D01234567

MADE IN CHINA
フォックスコン　ジャパン株式会社

SSID  (2.4GHz帯) : XXXXXXXXXXXX-2G
SSID  (5GHz帯) : XXXXXXXXXXXX-5G
暗号キー  (PSK-AES)  : XXXXXXXXXXXXX 

型番：J18V150.00

12V

E-WMTA2.3

2.5A
30W

000-012345

 D01234567

MADE IN CHINA
フォックスコン　ジャパン株式会社

SSID  (2.4GHz帯) : XXXXXXXXXXXX-2G
SSID  (5GHz帯) : XXXXXXXXXXXX-5G
暗号キー  (PSK-AES)  : XXXXXXXXXXXXX 

WAN MAC: XXXXXXXXXXXX

S/N:aAABBBCNNNNNNXa

SSID	 ：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ－2G
（2.4GHz）

SSID	 ：ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ－5G
（5GHz）

暗号キー	：○○○○○○○○○○○○○
（PSK-AES） 

英数字 12 桁

英数字 12 桁

英数字 13 桁

「Wi-Fi」ランプ
 自動設定中に点滅
 Wi-Fiが利用可能時に点灯

「機能」ボタン
自動設定ご利用の場合のみ、「機能」ボタンを
長押しします。

自動設定
（WPS対応機器のみ）

手動設定

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 
の設定を簡単に行う方法です。

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。

周波数帯域 「機能」ボタン長押し 「Wi-Fi」ランプ
5GHz 2秒押す ゆっくり点滅
2.4GHz 5秒以上押す 速い点滅

使用するボタンとランプの確認方法

SSID／暗号キーの確認方法

自動設定（WPS対応機器のみ）

手動設定

P150134.indd   9-10 2015/07/10   15:01:07
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STEP	2

STEP	3
STEP	4
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Android端末・iPhone／iPadの設定方法
（手動設定） ※iPhone／iPadは、自動設定に対応していません。

Android端末の設定方法
（自動設定） 

2 で表示されたSSIDの周波数帯域に合わせ、光BBユニットの
「機能」ボタンを長押しし、「Wi-Fi」ランプの点滅を確認

光BBユニット側面に記載の暗号キー（PSK-AES) を入力し、
[接続]をタップ

※ 設定方法は機種によって異なります。
機種ごとの設定はお客様がご利用のスマートフォンの取扱説明書、
ホームページ等をご確認ください。

※	2.4GHzと5GHzのSSIDが両方表示されている場合は、
5GHz（ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ－5G）の利用を推奨します。

※	2.4GHzと5GHzのSSIDが両方表示されている場合は、5GHz（ｘｘｘｘｘｘｘｘｘ－5G）の利用を推奨します。

Wi-Fiの設定方法

画面上に	 	マークが表示されれば
設定完了

画面上に	 	マークが表示されれば
設定完了

ホーム画面から[設定]をタップ

[設定]画面にて下記の順にタップ

ホーム画面から[設定]をタップ１ １

2

3
3

4
4

Wi-Fiを[ON]
[Wi-Fi設定]
をタップ

光BBユニット側面に
記載の SSID　をタップ

電源

警告

Wi-Fi

USB

機能

リセット

「機能」ボタン

「Wi-Fi」ランプ
パソコン4

BBフォン

Wi-Fi

ステータス

USB

機能

ステータス

USB

機能

リセット

光BBユニット（前面）

9CAD972BD98D-2G

9CAD972BD98D-5G

example

光BBユニット側面に
記載の SSID　をタップ

Wi-Fiを[ON][Wi-Fi設定]
をタップ

■	Android端末の場合

■	Android端末の場合

■	iPhone／iPadの場合

■	iPhone／iPadの場合

[簡単設定]
をタップ

[WPS]
をタップ

Wi-Fiを[ON]

[Wi-Fi設定]
をタップ

SSIDの表示を確認

[設定]画面にて下記の順にタップ2

光BBユニット（側面）光BBユニット（側面）

電源

警告

Wi-Fi

USB

機能

リセット

型番：J18V150.00

12V

E-WMTA2.3

2.5A
30W

000-012345

 D01234567

MADE IN CHINA
フォックスコン　ジャパン株式会社

SSID  (2.4GHz帯) : XXXXXXXXXXXX-2G
SSID  (5GHz帯) : XXXXXXXXXXXX-5G
暗号キー  (PSK-AES)  : XXXXXXXXXXXXX 

WAN MAC: XXXXXXXXXXXX

S/N:aAABBBCNNNNNNXa

※ SSIDと暗号キー(PSK-AES)は
光BBユニット(側面)のラベルを
ご確認ください。

周波数帯域「機能」ボタン長押し「Wi-Fi」ランプ

5GHz 2秒押す ゆっくり点滅

2.4GHz 5秒以上押す 速い点滅
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STEP	1
STEP	2

STEP	3
STEP	4
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Yahoo! JAPAN IDの登録 Yahoo!	BBサービスのご利用に必要です。

さっそく使ってみよう！
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会員専用ページ

bb.yahoo.co.jp

サービスのお手続きや機器
の設定など・サポート情報
の入口お客様

サポート

おトクなキャンペーンや大切な
お知らせメールを配信
定期的なチェックがおすすめ！メール

写真や音楽ファイルなど
大切なデータをお預かり

「プレミアム」プラン会員は

100GB

Yahoo!ボックス
ストレージの容量が
5GBから50GBに！

ポイントセールで
Ｔポイント上乗せ！

「プレミアム」プラン会員は

いつでも10倍

Yahoo!ショッピング

Ｔポイントが貯まる!

Yahoo! JAPANで人気のサービスが会員特典付きで使える！
最新情報はここで確認

会員特典

Yahoo! BB ご利用開始

郵送の場合 SMS（メール）の場合

Yahoo! JAPAN ID／
初期パスワードを確認１ SMS に記載の URL

をタップ。登録情報
を入力し、「ログイ
ン」をタップ

Yahoo!  JAPAN ID
／パスワードをメモ
し、[ 初期登録 ] を
タップ

メ モ し た Yahoo! 
JAPAN ID ／ パ ス
ワードを入力し、「ロ
グイン」をタップ

必要情報を入力し、
「Yahoo! JAPAN ID
を登録」をタップ

必要情報を入力し、
「Yahoo! JAPAN ID
を登録」をクリック

１

2

3

4

2

3

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

［ご利用開始のご案内］ ［ご利用開始のご案内］
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STEP	1
STEP	2

STEP	3
STEP	4
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困ったときは

よくあるご質問 光BBユニットのランプ・ボタンの説明

■ インターネットの接続について

Q1
以前使っていたプロバイダーで発行されたPPPoE	IDやパスワード入力などの設定を
しています。変更は必要ですか？

A
NTT東日本／NTT西日本提供のひかり電話ルーターやパソコンに以前使っていた 
プロバイダーの設定をされている場合は、その設定を削除してください。
※詳細はNTT東日本／NTT西日本へお問い合わせください。

Q2 光BBユニットの警告ランプが点灯（点滅）しているのですが…

A
光BBユニットの電源アダプターを抜き、差し直すか、光BBユニット（前面）の 

「リセット」ボタンを1秒以上長押ししてください。それでも改善しない場合は、 
本冊子裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。

■ 電話サービスについて

Q3 光BBユニットの電源が入っていなくても通話できますか？

A
「BBフォン」、「ホワイト光電話」、ひかり電話機能を利用した「ひかり電話」では通話が 
できません。
光BBユニットの電源は切らないようご注意ください。

Q4 緊急通報（110番、118番、119番）は利用できますか？

A

「ホワイト光電話」ではご利用いただけます。
「BBフォン」ではサービス提供外のため、ご利用いただけません。
※	「BBフォン」とNTTの「ひかり電話」や「アナログ回線の電話」を併用されている場合は、	
P5 手順①の接続によって、併用されている電話サービスにて緊急通報をご利用	
いただけます。

■ 「ひかりTV」について
Q5 光BBユニットを接続した状態で「ひかりTV」を利用する方法は？

A

IPv6設定を「無効」に設定されている場合は、「有効」に変更する必要があります。
WEBページをご確認いただき設定を行ってください。

 u.softbank.jp/1pLFVM	（IPv6設定）
※光BBユニットの初期状態は「有効」	に設定されています。

電源

警告

インターネット
回線

パソコン1

パソコン2

パソコン3

パソコン4

BBフォン

Wi-Fi

ステータス

USB

機能

リセット

電源

警告

インターネット
回線

パソコン1

パソコン2

パソコン3

パソコン4

BBフォン

Wi-Fi

ステータス

USB

機能

リセット

ランプ名 ランプ状態

電源 緑点灯 電源が入っている状態

警告
赤点灯 異常を検知

（※P15「よくあるご質問」Q2参照）赤点滅

インターネット回線 緑点灯 インターネットの利用が可能

パソコン1～4
緑点灯 光BBユニットに接続した機器

との通信が可能

緑点滅 光BBユニットに接続した機器
と通信中

BBフォン

緑点灯 BBフォンまたはホワイト光電話
が利用可能

通話中に
緑点灯

BBフォンまたはホワイト光電話
で無料通話中

通話中に	
オレンジ
点灯

BBフォンまたはホワイト光電話
で有料通話中
※	ホワイトコール24利用時のオレンジ
点灯は、無料通話となります。

Wi-Fi
緑点灯 Wi-Fiが利用可能

緑点滅 Wi-Fiの自動設定中

ステータス
緑点灯 ひかり電話機能が利用可能

赤点灯 ひかり電話機能が利用不可

USB 緑点灯 USBポートが利用可能

■ ランプの状態

■ ボタンの利用方法
操作ボタン 説　明

機能 自動でWi-Fiを設定する場合に使用します。（P9参照）

リセット 光BBユニットを再起動します。
1秒以上長押ししてください。

機能＋リセット

光BBユニットを初期化します。
「機能」ボタンと「リセット」ボタンを1秒以上同時に	
長押ししてください。
※「リセット」ボタンを先に押してしまうと初期化できません。

その他「よくあるご質問」はWEBページをご確認ください。  qa.softbank.jp/ybb

「警告」／「ステータス」ランプが赤点灯・赤点滅した場合は、光BBユニットの
電源アダプターを抜き、差し直してください。
改善しない場合は、 本冊子裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。
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安全のために特にご注意ください
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うえでお使いください。

ご利用前に必ずお読みください。
●	ご利用の際は本冊子にしたがって正しい取り扱いをしてください。
●	小さなお子様のいるご家庭では、取り扱いに特にご注意ください。
●	光BBユニット（以下「本製品」とします）の仕様は国内向けとなっています。海外ではご利用できません。
●	本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害
や、万が一本製品に登録された情報内容が消失してしまうことでの純粋経済損失につきましては、当社は一切の責
任をおいかねますのでご了承ください。

使用している警告表示の意味
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じる
ことが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的
損害のみの発生が想定される内容を示しています。

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、やけど、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。

本製品をご自分で分解したり、内部に触れたりしないでください。感電、	やけど、けがのおそれがあります。また、機器故障の原因となります。

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。

本製品より煙がでたり、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。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火
災や感電の原因となります。

本製品の内部に水が入ったり、本製品をぬ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、火災や感電の原因となる場合があります。

本製品内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。火災や機器故障の原因となる場合があります。

本製品の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、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る場合があります。

本製品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと本製品の内部に熱がこもり、火災や機器故障の原因となる場合があります。
次のような使い方はしないでください。
	・じゅうたんやカーペット（床暖房を含む）、布団などの上に置く	 ・テーブルクロスなどの布やレースを本製品に掛ける
	・テレビ台、本棚、	タンスの中、	押し入れの中など密閉された場所に置く	 ・熱を発する他の電子機器（パソコンやテレビなど）	に近づけて置く
	・紙、本などをのせたり立て掛ける

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。

電源アダプターをコンセントから抜くときは、必ず電源アダプターの差し込み口を持って抜いてください。電源アダプターを引っ張るとコードが傷付き、
火災や感電の原因となる場合があります。

電源アダプターがコンセントに接続されているときは、ぬれた手で本製品にさわらないでください。感電の原因となります。

本製品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生する
おそれがあります。

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、火災などの原因となります。

電源アダプターは必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。機器故障、火災や感電の原因となることがあります。

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、火災や感電の原因となることがあります。

本製品は場合により熱くなることがありますので、本製品の周辺に紙、布等燃えやすいものは置かないようにしてください。

本製品に触れ続けないでください。使用中に本製品表面が熱くなり、低温やけどを起こすおそれがあります。低温やけどは、一定箇所に発熱体が触れたま
まになっているときなど、肌に紅斑（こうはん）、水泡（すいほう）などの症状を起こすやけどのことです。肌の弱い方などは特にご注意ください。

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。

本製品を取り付けおよび使用する際は、必ず使用するパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

本製品はスタンドを下に、正しい向きに配置してください。横置きにして使用した場合、内部の温度が上がり、機器故障の原因となる場合があります。

本製品を直射日光の当たる所や、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、湿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
障の原因となる場合があります。

本製品の上に物をのせないでください。高温により、機器故障や火災の原因となる場合があります。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてくだ
さい。静電気により、本製品を破損、またはデータ消失・破損させるおそれがあります。

本製品をふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高い所に設置したり、使用したりしないでください。火災・感電の原因となる場合があります。

長時間ご使用にならないときは、安全のため必ず本製品の電源アダプターをコンセントから抜いてください。

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。

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いただ
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、火災や機器故障の原因となる場合があります。

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。

お客様や他の人々への危害、および財産への損害を未然に防止するために必ずお読みになり、内容をよく理解されたうえでご利用ください。
●	本製品は、2.4GHz帯域、5GHz帯域を使用しています。
●	本製品の使用周波数帯では、電子レンジや科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要す
る無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

　1.	 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
　2.	 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電

波干渉を回避してください。
　3.	 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りの際には当社までご連絡ください。
●	心臓ペースメーカーをご使用の方の近くや医療機器の周囲で本製品を使用しないでください。詳細は医療機器メーカーにお問い合わせください。
●	 5GHz帯域（W52、W53、W56）について
　※W52、W53の帯域は屋外使用不可です。

お願い
●	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。

●	本冊子の一部または全部を無断複写、転載することを禁じます。
●	本冊子の他社製品などに対する記述は、参考または情報を提供する目的で書かれたものであり、記載商品の使用を強制あるいは保証するもの
ではありません。

●	サービス内容および提供条件は、予告なく変更することがあります。
●	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。
●	Windowsは米国	Microsoftの米国およびその他の国における登録商標です。
●	 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。
●	その他、記載されている製品名、会社名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。
●	「フレッツ光」はNTT東日本／NTT西日本が提供する「フレッツ	光ネクスト」、「フレッツ	光ライト」、「フレッツ・光プレミアム」、	
「Bフレッツ」(いずれもインターネット接続サービス)の総称です。	

●		「フレッツ光	ネクスト」、「フレッツ	光ライト」、「フレッツ・光プレミアム」、「Bフレッツ」はNTT西日本の登録商標です。
●	本冊子の本文中ではTM、®マークは明記しておりません。
●	記載内容は2015年7月17日現在のものです。
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