
LEDランプ例 正常な状態6

電話機の回線種別設定を行う7

ADSLサービスはベストエフォート型のサービスであり、通信速度を保証するものではありません。
注意

※製品の外観は実際と異なる場合があります。

A D S L モ デ ム / コ ン ボ モ デ ム の 箱 に 入 っ て い る も の

モデムが届いたら、箱の中身が揃っているかどうか確認してください。また、お客
様でご用意いただくものを確認してください。
万一、足りないものがあった場合は、SoftBank BB インフォメーションセンター
までご連絡ください。

どちらか1台モデム 1個電源アダプタ

1個スプリッタ 3本モジュラーケーブル1本LANケーブル

パソコン Windows 98/98SE/Me/2000/XP、
Mac OS（Open Transport2.7以上） でのご利用を推奨。

10Base-Tもしくは
100Base-TXに
対応したLAN アダプタ

ノートパソコンの場合、PCカードタイプの
LANアダプタかUSBポート接続のLANアダプタが必要。

ADSLサービスの
ご利用に必要

電話機
（またはFAX機）

BBフォンの
ご利用に必要

お 客 様 に ご 用 意 い た だ く も の

スプリッタには、このほか
右図のような形のものも
あります
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※ケーブルの色は、実際と異なる場合があります。

・「ソフトバンク」、「＝SoftBank」は当社またはグループ会社の登録商標または商標です。また、記載されている製品
名およびサービス名は、一般に各社の登録商標または商標です。
・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。
・本冊子の製品に対する記述は情報を提供する目的で書かれたもので、保証するものではありません。
・記載内容は2005年11月18日現在のものです。

・サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更することがあります。
・Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
・Mac OSは米国Apple Computer Inc.の商標または登録商標です。
・その他、記載されている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。
・本冊子の本文中ではTM、® マークは明記しておりません。

もしくは

ムデモボンコムデモLSDA

必ずお使いの電話機（またはFAX機）
で、回線種別設定を行ってください。
回線種別設定が正しく行われていな
いと、「110」や「119」などの
緊急通報を含む「1」で始まる
3桁特番をご利用いただけないこ
とがあります。

※ADSL 電話加入権不要タイプをご利用のお客様は、
BBフォン以外の電話サービスを利用した通話の発信
はできません。

回線事業者（NTT、
日本テレコム等）
からの「ご利用明
細」で、ご利用の
加入電話の回線種
別を確認します。
ご利用明細に「プ
ッシュ回線利用料」
と記載されていれ
ば プッシュ回線、
何も記載がなけれ
ばダイヤル回線で
す。

①
確認した回線種別
に合わせて、電話
機の回線種別設定
を行います。
回線種別の設定方
法は、ご利用の電
話機によって異な
ります。電話機に
付属の取扱説明書
をご確認いただく
か、電話機メーカ
ーまでお問い合わ
せください。

②

回線種別設定が完
了したかご確認く
ださい。電話がか
かり、音声が正し
く聴こえれば、電
話サービスは間違
いなくご利用いた
だけます。
※通話料はお客様負担と
なります。あらかじめご
了承ください。
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※モデムの製造時期によってLEDランプが日本語表記になっている場合もありますが、LEDランプの機能・点灯状態は同じです。
※その他のLEDランプ例は「セットアップ・ガイド」を参照してください。

…OFF …ON …ときどき点滅

ADSLモデム

PWR ALM LLK LAC WLK WAC

コンボモデム

③



同梱の電源アダプタをモデムの［PWR］ポートに接続し、コン
セントに差し込みます。なお、電源投入は［モデム→BBフォン・
ターミナルアダプター※→パソコン］の順序で行ってください。
※ADSLモデムをお使いで、BBフォンをご利用の場合のみ
※ADSLモデム、BBフォン・ターミナルアダプター、電話機、パソコンなどの電源アダ
プターは、それぞれの機器に正しく接続してください。あやまってほかの製品のものを
接続すると、機器の誤作動や故障、発熱の原因となり、大変危険です。

5 機器の電源投入4 電話機の接続

で取り外したモジュラーケーブルを使
用して、コンボモデムの［PHONE］ポ
ート（ADSLモデムの場合はBBフォン・
ターミナルアダプターの［電話］ポート）
と電話機（またはFAX機）を接続します。

3 パソコンの接続

コンボモデムの［ENET］ポート
（ADSLモデムの場合はBBフォン・タ
ーミナルアダプターの［ENET］ポー
ト）と、パソコンの［LAN］ポート
（LANアダプタまたはLANカードの差
込口）をLANケーブルで接続します。

LANポート

似たような形で少
し小さいのは、電
話線用のポート

※ポートの位置や見た目は、
お使いのパソコンによって多
少異なる場合があります。

お使いのパソコンが

LANアダプタ内蔵の場

合はたいていLANポー

トに左図のようなマー

クがついています。

2 スプリッタの接続

ご使用中の壁のモジュラージャック
から電話機（またはFAX機）のケー
ブルを取り外し、スプリッタの
「LINE（WALL）」コードを使用して、
スプリッタと壁のモジュラージャッ
クを接続します。

＜ADSLモデムの場合＞
（1）モジュラーケーブルを使用して、

BBフォン・ターミナルアダプタ
ーの［LINE］ポートとスプリッ
タの［PHONE］ポートを接続し
ます。

（2）モジュラーケーブルを使用して、
ADSLモデムの［ADSL］ポート
とスプリッタの［MODEM］ポ
ートを接続します。

（3）LANケーブルを使用して、ADSL
モデムの［ENET］ポートとBB
フォン・ターミナルアダプターの
［WAN］ポートを接続します。

<コンボモデムの場合>
（1）スプリッタの［MODEM］ポー

トとコンボモデムの［ADSL］
ポートを同梱のモジュラーケー
ブルで接続します。

（2）スプリッタの［PHONE］ポー
トとコンボモデムの［SPLI
TTER PHONE］ポートを同梱
のモジュラーケーブルで接続し
ます。 LANアダプタ（LANカード）

※コンボモデム12Mには、スプリッタは付属し
ていません。モジュラーケーブルを使用して、
コンボモデムの［ADSL］ポートと壁のモジ
ュラージャックを接続します。

※スプリッタは、提供時期によって形状やポー
トの名称が異なります。詳しくは同梱の「セ
ットアップ・ガイド」をご覧ください。

※BBフォンを使う場合は、ADSLモデムにBBフォン・ターミナルアダプターを接続して使います。BBフォン・ターミナルアダ
プターについて、詳しくはBBフォン・ターミナルアダプターに同梱の「セットアップ・ガイド」をご覧ください。

※お申し込みのサービスによっては、BBフォン・ターミナルアダプターが付属していない場合があります。その場合は　　の手
順の後、モジュラージャックとADSLモデムの［ADSL］ポートをモジュラーケーブルで接続し、パソコンとADSLモデムの
［ENET］ポートをLANケーブルで接続します。その後、 の手順に進みます。
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コンボモデム 
12Mの場合 

お使いの電話機 
（またはFAX機） 
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ケーブル 電源アダプタ 

パソコンの 
LANポート 

3 LANケーブル 

モジュラー 
ジャック 
※モジュラージャックが複数ある場
合に、コンボモデムを接続しないほう
のモジュラージャックに電話機や
FAXなどの機器を接続しないでくだ
さい。電話にノイズが入る、FAX通信
ができないなどの影響が出る場合が
あります。 

コンボモデムの場合 
※図はコンボモデム8M
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モジュラージャック 
※モジュラージャックが複数ある場合に、
コンボモデムを接続しないほうのモジュラ
ージャックに電話機やFAXなどの機器を
接続しないでください。電話にノイズが入
る、FAX通信ができないなどの影響が出る
場合があります。 
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接続する機器（パソコン、モデム、電
話機、BBフォン・ターミナルアダプタ
ー※）の電源をすべて切ってください。

1 機器の電源を切る

※ADSLモデムをお使いで、BBフォンをご利用
の場合のみ

※モデムの種類により、つなぎ方が異なります。
ご注意ください。


