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主な特徴

■公衆無線 LAN 機能を搭載した無線 LAN アクセスポイント
本商品をご利用頂くことにより、店舗来店者様などに対して下記のサービスを提供することができます。

•	 店舗等の情報やクーポンなどエリア毎の情報配信サービス
•	「フレッツ・スポット」契約者への常時インターネット接続サービス
•	 災害時の無料インターネット接続サービス

■防水・防塵の保護等級規格「IP67」に対応
防水・防塵の能力を表す IP 規格において「IP67」に対応しており、屋外での継続使用に十分耐え
る性能を有しています。

■ IEEE802.11n（2.4GHz/5GHz）、IEEE802.11a/b/g の 幅広い規格に対応
電波が干渉しにくい IEEE802.11n	（5GHz 帯）	に対応しているため、	高いスループットが期待でき
ます。また、	IEEE802.11n	（2.4GHz帯）、	IEEE802.11a、	IEEE802.11b、	IEEE802.11gにも対応しており、	
幅広い無線機器との接続が可能です。

■不正アクセスを防止するセキュリティ機能
不正アクセスを防止するために、	ファイアウォール機能や無線セキュリティ機能をサポートして
います。また、	お客様の通信と店舗来店者様などの通信を遮断するため、	公衆無線 LAN機能も安
心してご利用いただけます。
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1. セットアップの前に
本商品を設定するために必要なものを用意します。

本商品に同梱されているもの

本体× 1

PoE キット
（PoE インジェクター× 1）

（電源ケーブル× 1）
 （ネジ・アンカーボルト× 2）

アンテナ× 2 設置板×１
ネジ・ワッシャー×４

壁設置キット
 （ネジ・アンカーボルト× 4）

ポール設置キット
（ステンレスバンド×２）

LAN ケーブル （5m） × 1
（屋外仕様）

LAN ケーブルプラグ
× 2

（シーリングナット内
ゴム×２）

OWNERxxxx

xxxxxxxxxx

無線LA N  S S I D設定情報

ＳＳＩＤ

ＷＰＡキー

■初期値（工場出荷状態）

ＳＳＩＤ

ＷＰＡキー

■変更後（変更した設定情報を記入してください。）
SSID シール×１

DAP-3660/N
簡単セットアップガイド

技術基準適合認証品

簡単セットアップガイド
×１

無線 LAN機器の電波に関するご注意

無線注意ラベル×１
Ver. 2.0

CD-ROM for Window

DAP-3660/N
s

このディスクはCD-ROMです。
オーディオ用プレーヤーでは
絶対に再生しないでください。

取扱説明書

警告!!

R

Copyright  2011-2012 NTTEAST
All rights reserved.

C

CD-ROM （取扱説明書）
×１

お困りの際のお問合せ先

■接続設定に関するお問い合わせ

0570-060-086

※ご利用にあたっては通話料金が発生いたします。
※受付時間 9:00 ～ 17:00（土・日・祝日も受付）
※年末年始 12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

■機器の取扱いに関するお問い合わせ

0120-970413 (フリーアクセス)

※携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合： 03-5667-7100
(別途、通話料金が発生いたします。)

※受付時間 9:00 ～ 17:00（土・日・祝日も受付）
※年末年始 12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

■故障に関するお問い合わせ

0800-8000865 (フリーアクセス)

※24時間365日受付
※17:00～翌9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※故障修理等の対応時間は9:00～17:00です。

お問い合わせ先シール
×１

保証書 

お引渡しの日より1年間 

様 

品名 

形名 

保証期間 

お引渡しの日 
平成         年       月        日  

〒 電話（    ） 

お客様 

サービス取扱所名・住所 

ご住所 

ご芳名 

1.  本保証書は、本保証書記載（裏面）の内容で無料修
理を行なうことをお約束するものです。 

2. 保証期間中に故障した場合には、最寄りのサービス取
扱所にお申し出ください。 
お引渡しの年月日・サービス取扱所名など記入もれが
ありますと無効になります。 
ご確認いただき、記入のない場合は直ちにお引渡しの
サービス取扱所にお申し出ください。 

3.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 
（裏面も御覧ください。） 

●故障した場合のお問い合わせは０８００-８０００８６５
（フリーアクセス）へご連絡ください。 

 

〒 163-8019 東京都新宿区西新宿 3-19-2

D A P - 3 6 6 0 / N

保証書×１
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2. 付属品の取り付け

設置時のご注意
•	 壁や天井など無線信号が通過する物体の数や厚さ、場所などにより、動作範囲が制約を受ける場合があります。
•	 下記のような条件が影響して最大通信速度が得られない場合や、通信速度が変動する状態、また
は正常に通信が利用できない状態となる場合があります。

		・電子レンジなどの電波環境 ・通信距離

		・使用するパソコンの性能 ・無線機器の有無

		・ネットワークの使用状況 ・障害物の有無

（参考）施工用物品

添付品を使用せず、市販部材を利用して本商品の設置を行う場合には、以下の条件を満たす物品を選定願います。

	 要求仕様を満たさない部材は利用しないで下さい。強度不足等により事故につながる恐れがあります。

	
特殊工具	（プラスドライバーまたは六角棒レンチ以外）	が必要なものまたは、	特殊素材(塗装されたもの等)
をご使用の場合、保守等出来ない場合がございますので、物品選定におかれましては、弊社営業担当者へ
ご相談ください。	

	
参考物品として要求仕様を満たした物品を掲載しておりますが、弊社が当該物品の品質を保証するもので
はありません。

物品 要求仕様 参考物品（一例）
ステンレスバンド ・バンド幅が 13mm以下であること

・耐候性を有すること
・-20 ～ 60℃の温度環境に対応できること
・引張強度が 2940N 以上であること

MLT4DEH-Q/	MLT6DEH-Q/	MLT8DEH-Q
（バンドウイットコーポレーション）

屋外用 LANケーブル ・耐候性を有すること
・カテゴリ 5e 以上であること

UTP-C5E-W（関西通信電線株式会社）

落下防止ワイヤー ・耐荷重が 30kg 以上であること SC100（株式会社サウンドハウス）

アンテナの取り付け

アンテナは本体のアンテナ接合部に接続し、右回りに締めます。
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設置板の取り付け

本商品を壁面またはポールに設置する際、本商品背面に設置板を取り付ける必要があります。設置板
を取り付けた後、壁面またはポールに設置することが可能です。

	 設置板を取り付けずに、本商品を壁面、またはポールに設置しないでください。本商品の落
下など思わぬ事故につながる可能性があります。

設置板の取り付けには次のものをご用意ください。

•	 設置板（付属品）
•	 設置板に付属しているネジ・ワッシャー類（付属品）
•	 プラス（＋）ドライバー

					 												

縦向きに設置する場合                     横向きに設置する場合   

設置板に付属のネジとワッシャーを使用して、本体の背面に設置板をしっかりと取り付けます。

	 ネジは締付けトルク（20 ～ 23Kgf.cm）でしっかりと締め付けてください。締めた後および
定期的に、ゆるみやがたつきがなく、しっかりと締められていることを確認して下さい。



6

壁面への設置

壁面に設置する場合、付属のネジ、アンカーボルトを使用して設置します。

	 設置の際は転倒などに十分注意をして設置を行ってください。

	 本商品の設置時など、高所で作業を行う場合には高所作業車を利用するなど十分に安全を確
保した上で実施してください。

	 本商品を長期間利用する場合には、ネジやステンレスバンドのゆるみや破損、腐食がないこ
とを定期的に確認して下さい。本商品が落下し、事故につながる恐れがあります。
	 本商品の設置位置はアンテナやケーブルの長さを考慮し、障害物などにぶつからない場所に
してください。
	 壁面に設置する際はあらかじめ壁の厚さを確認の上、きりやドリルで穴をあけて付属のアン
カーボルトを埋め込んだ後にネジを取り付けてください。
	 壁面に穴をあける際は、本商品に設置した「設置板」の「壁面設置用ネジ穴」に合うように
壁面に穴をあけます。ネジ穴の幅は横	（縦）	90mm、	縦	（横）	273.40mmです。サイズを間違
えてしまうと本商品を取り付けることができなくなります。

本商品を壁面に設置するために次のものをご用意ください。

•	 壁面に取り付けるネジ（付属品）
•	 アンカーボルト（付属品）
•	 プラス（＋）ドライバー
•	 壁面に穴をあけるきりやドリル（必要に応じて）

1.	 壁面にあける穴の位置を確定する
本商品に取り付けた設置板のネジ穴の幅に合わせて、壁面にあける穴の位置を確定します。アン
カーボルトを差し込むネジ穴の幅は横	（縦）	90mm、	縦	（横）	273.40mmです。

90mm

273.40mm
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2.	 壁面にネジ穴をあける
本商品に設置した設置版のネジ穴の幅に合わせて、壁面にアンカーボルトを差し込む穴をあけます。

	 アンカーボルトの太さを考慮して、きりやドリルの太さを選んでください。

3.	 壁面にアンカーボルトを挿入する
本商品を設置する壁面に穴をあけて付属のアンカーボルトを挿入します。

4.	 本商品を壁面に取り付ける
挿入したアンカーボルトの位置に設置板のネジ穴を合わせ、付属のネジを使用して本商品を壁面
に取りつけます。

	 ネジは締付けトルク	（20 ～ 23Kgf.cm）	でしっかりと締め付けてください。締めた後および定
期的に、	ゆるみやがたつきがなく、しっかりと締められていることを確認して下さい。

	 添付品以外のネジやアンカーボルトを利用する場合、	10Mpa 以上の引抜強度を確保できる物
品を利用してください。
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ポールへの設置

ポールに設置する場合、付属のステンレスバンドを使用して設置します。

	 設置の際は転倒などに十分注意をして設置を行ってください。

	 本商品の設置時など、高所で作業を行う場合には高所作業車を利用するなど十分に安全を確
保した上で実施してください。

	 本商品を長期間利用する場合には、ネジやステンレスバンドのゆるみや破損、腐食がないこ
とを定期的に確認して下さい。本商品が落下し、事故につながる恐れがあります。

	 付属のステンレスバンドは 2本あります。必ず 2本とも使用して設置を行ってください。				
1 本しか使用しない場合、落下など思わぬ事故の原因になります。
	 本商品の設置位置はアンテナやケーブルの長さを考慮し、障害物などにぶつからない場所に
してください。
	 本商品に付属のステンレスバンドを使用して、設置することができるポールの太さは直径
78mm～ 101mmになります。それ以外の太さのポールには設置しないでください。

本商品をポールに設置するために次のものをご用意ください。

•	 ステンレスバンド× 2（付属品）
•	 マイナス（－）ドライバー、またはレンチなどの工具

1.	 設置板にステンレスバンドを取り付ける
本商品に設置した設置版の「ステンレスバンド取り付け穴」にステンレスバンドを差し込みます。
同じ方向の取り付け穴２つに、それぞれステンレスバンドを差し込みます。

2.	 本商品をポールに取り付ける
ポールにステンレスバンドを巻き付け、マイナスドライバーやレンチなどの工具でネジをしっか
り締めます。

	 ポール設置後のステンレスバンドの余剰部分には十分注意してください。

	 ネジは締付けトルク（20 ～ 22Kgf.cm）でしっかりと締め付けてください。締めた後および
定期的に、	ゆるみやがたつきがなく、しっかりと締められていることを確認して下さい。

	 添付品以外のネジやアンカーボルトを利用する場合、	2940N 以上の引抜強度を確保できる物
品を利用してください。
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3. LAN ケーブルの接続
本体のWANポートに LANケーブルを設置する際は、付属の LANケーブルプラグを使用します。

1.	 LAN ケーブルプラグの装着
付属の LANケーブルプラグを分解して、図の順番で LANケーブルに装着します。

シーリング シーリングナット
（外殻部分）

① ②

③

③

⑤

④
グランド

シーリングナット
（内ゴム部分）

①シーリングを LANケーブルに通します。
②シーリングナット	（外殻部分）	を LANケーブルに通します。
③シーリングナット	（内ゴム部分）	を LANケーブルを挟むように装着します。
④シーリングナット	（外殻部分）	をシーリングナット	（内ゴム部分）	に装着します。
⑤グランドを LANケーブルに通します。

	 グランドの向きは下記の図のように、ネジ溝が短い方を本体側に向けて設置します。

	 	

シーリングナット側 WAN ポート （本体側）

2.	 LAN ケーブルのWANポートへの差し込み

WAN ポート
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3.	 グランドの取り付け
LANケーブルをWANポートに差し込んだあと、グランドを右回転させながら本体に取り付けます。

	 グランドは動かなくなるまでしっかりと取り付けます。

4.	 シーリングナット /シーリングの取り付け
シーリングナットをグランドの溝に合わせて取り付け、シーリングを右回転させながら取り付け
ます。

	 シーリング取り付け時に、シーリングの回転と同時にグランドが動いてしまうと、WANポー
トとシーリングナットで固定された LANケーブルにねじれが生じ、LANケーブルが破損す
る可能性があります。グランドが動くようであれば、シーリングを締める前に再度グランド
を動かなくなるまでしっかりと取り付けてください。

	 付属のLANケーブルプラグは2つあります。本商品のLANポート使用時にも同様にLANケー
ブルプラグを使用してください。

	 添付品以外の屋外 LANケーブルを利用する場合には、ケーブル径に応じて利用する内ゴムを
選択してください。

内ゴム 対応ケーブル
灰色（装着済） 添付 LANケーブル

市販屋外 LANケーブル
（ケーブル径：4.5mm～ 6.5mm）

水色 市販屋外 LANケーブル
（ケーブル径：6.9mm～ 7.3mm）
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4. 本商品の接続
本商品を	PoE インジェクター、	パソコンと接続し、PoE インジェクターを電源、	ONU、	または親機と接
続します。なお、本手順で LANケーブルをWAN側につないだ場合、WANポートの LED が見えなく
なります。LANケーブルのグランド・シーリングを締める前に、LED が見える状態でセットアップを
行うことをお勧めします。

	 子機の初期設定は、必ず初期設定済の親機と接続して行ってください。

	 インターネットを標準搭載するマンションなど、ONUに直接接続せずに壁面の LAN	（イーサ
ネット）	コネクタに接続する場合もあります。

DAP-3660/N
ONU

（光回線終端装置）

「DATA IN」
ポートへ

「POWER IN」へ

AC アダプタ

PoE インジェクター

WAN ポートへ

「P+DATA OUT」
ポートへ

LAN ポートへ

DAP-3660/N
（親機）

■子機として利用する場合

■単体利用、
     又は親機として利用する場合

LAN ポートへ

1.	 現在ONUまたは親機と接続しているパソコンおよび他のデバイスがある場合、取り外します。
2.	 ONUの LANポート	（単体利用、	又は親機として利用する場合）、	または親機の LANポート	（子機

として利用する場合）	と PoE インジェクターの「DATA	 IN」ポートをONU付属の LANケーブル
で接続します。

3.	 PoE インジェクターの「P+DATA	OUT」ポートと本商品のWANポートを付属の LANケーブルで
接続します。

4.	 PoE インジェクター付属の ACアダプタを PoE インジェクターに接続し、電源コンセントに接続
します。

5.	 設定用パソコンの LANポートと本商品の LANポートを本商品付属の LANケーブルで接続します。
6.	 WANポートのステータス LEDが「LED の状態（本商品の接続・電源投入後）」の様に点灯してい

ることを確認します。

	 セットアップ時には、本商品に「設定に使用するパソコン」と「PoE インジェクター」以外
の機器を接続しないでください。
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LED の状態（本商品の接続・電源投入後）
「WAN	LED」は橙色に点灯し、「電源 LED」が緑色に点灯します。

電源 LEDWAN LED

本商品の接続・電源投入後、WANポートのステータス LEDは以下の状態を表示します。

LED 内容

WAN	LED 橙色点灯

電源 LED 緑色点灯

	 本商品のセットアップが行われていない状態で、WANポートと PoE インジェクター及び
PoE インジェクターとONUを接続するとWAN	LED は橙色に点灯します。



13

1. ［スタート］－［コントロールパネル］の
順にクリックし［ ネットワークと共有セ
ンター］をクリックします。

2. ［アダプターの設定の変更］をクリックし
ます。

3. ［ローカルエリア接続］アイコンを右クリッ
クして、［プロパティ］をクリックします。

4. ［インターネットプロトコルバージョン 4
（TCP/IPv4）］を選択して、［プロパティ］

をクリックします。

5. ［IP アドレスを自動的に取得する］と［DNS
サーバーのアドレスを自動的に取得する］
を選択し、［ OK］をクリックします。

IP アドレスは本商品から自動的に割り当
てられます。

5. パソコンの設定
本商品に接続するパソコンやデバイスの IP アドレスの設定を行います。ここでは、	Windows	7 で設定
する画面で説明します。
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6. 本商品のセットアップ
本商品にはじめてログインすると「セットアップウィザード」が始まります。必要な初期設定を行っ
てください。ここでは、Windows7 を利用した場合の画面で説明します。手順は他のWindows	OS で
も同じです。

	 セットアップの前に「4.	本商品の接続」を参考に本商品の接続を行ってください。

本商品の利用形態

本商品の利用形態によって、セットアップに必要な手順が異なります。下図を参考に、マークが記載
された手順を行ってください。

ONUなど

単体利用機

単体利用
ONUなど

親機

親機として利用
ONUなど

親機

子機

子機として利用

子機

	 子機の接続・設定は必ず親機の設定を完了してから行ってください。

	 セットアップ時には、本商品に「設定に使用するパソコン」「ONUなど」または「親機」以外の機器を接続しないでください。

	 本項目の手順では、親機として利用する場合の画面イメージを表示しています（親機
で実施しない手順を除く）。

     ア	.	本商品に接続したパソコンで Web ブラウザ（Internet Explorer 等）を起動します。

     イ	. 本商品の設定画面にアクセスするための IP アドレスを入力し、「Enter」キーを押
下します。

出荷時の IP アドレスは「192.168.0.1」です。
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     ウ	.		接続に成功すると、次のログイン画面が表示されます。

     エ	.		「ユーザ名」に「admin」と入力します。「パスワード」には何も入力せずに、
                                          「ログイン」ボタンをクリックします。

     オ	.		ログインに成功すると次の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。

     カ	.		利用する本商品の台数を指定します。「次へ」をクリックします。

単体利用の場合、「1台のみで利用する」を選択後、「ク」を参照してください。

     キ	.  複数台を利用する場合、「親機として利用する」または設定する子機の台数に合
わせて「（１～４）台目の子機として利用する」のどれかを選択して、「次へ」を
クリックします。 

	 子機の設定	・	接続は必ず親機の設定を完了してから行ってください。

	 子機の番号は重複しないように設定してください。
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     ク	.		セットアップ手順の流れが表示されます。「次へ」をクリックします。

	 利用形態によってセットアップ手順（ステップ）が異なります。

子機を設定する場合、「サ」を参照してください。

     ケ	.		プロバイダの資料（プロバイダ登録通知書など）にしたがって、各項目を入力し
「次へ」をクリックします。

	 プロバイダからプライマリ / セカンダリ DNS が指定されている場合、必ず各項目に入力してください。特に指定がない場合、DNS は初期値
のままにしてください。

     コ	.		NTT 東日本から通知された公衆無線 LAN 提供用ユーザ名、パスワードを入力し、
「次へ」をクリックします。

	 公衆無線LAN提供サービス設定を行う際には、公衆無線LAN提供用ユーザ名に加えて＠「fs-e.jp」を入力してください。
例）公衆無線 LAN提供用ユーザ名が「aaaa」の場合は、ユーザ名入力
欄には「aaaa@fs-e.jp」と入力してください。

単体利用の場合、「ス」を参照してください。
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     サ	.		無線 LAN の簡易設定を行って、「次へ」をクリックします。

	 本商品を複数台で利用する場合、すべてのWi-Fi ルーターの SSID 及び事前共有キーをそろえることで、Wi-Fi ルーター毎に再接続する必要がなくな
り、より便利に利用することができます。

	 本設定はセットアップ終了後にも変更することができます。

親機を設定する場合、「ス」を参照してください。

     シ	.	子機の有線 LAN ポートを無効化するかどうかを選択して「次へ」をクリックします。

	
本商品を、不特定多数のユーザが容易にふれることができる場所へ設
置する場合は、プライベートネットワークへのアクセスを防止するた
めに「有線 LANポートを無効にする」を選択してください。（無効を選
択した場合、本商品の設定画面へは親機もしくはプライベート用無線
LANからのみアクセス可能となります）

	
本商品のセットアップ後も設定を続ける場合、または不特定多数のユー
ザが容易に触れることのできない場所へ設置する場合は、「有線 LAN
ポートを有効にする」を選択してください。
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     ス	.	 下の画面が表示されたら、「接続」をクリックします。

     セ.	 本商品の接続設定が自動的に行われます。画面が切り替わるまでしばらく待ちます。

	 自動設定が完了するには数分かかることがありますので、電源をOFF にしないようにお願いします。

     ソ	.	「セットアップの完了」と表示されると設定は完了です。続いて、画面指示に従い
店舗情報の登録を行ってください。

	 単体利用の場合や、SSID	/	WPA キーの変更を行っていない場合は、セットアップの終了後、設定画面にログインし必ずプライベート用 SSID と
WPAキーを変更してください。SSIDおよびWPAキーを変更しない場合、
第三者に悪用される恐れがあります。

	 http://mng.e-flets.jp/ にて店舗情報の登録を行うのは子機の全ての設定完了後でも構いません。

	 子機を設定した場合、当該子機の設定画面にアクセスするための IP アドレスが変わるので注意してください。

     タ	.	親機・子機情報の IP アドレス、設置場所を本セットアップガイド末尾の表にメモ
してください。

	 再ログインの場合や、故障対応の際に端末を特定する番号が必要ですので必ず実施してください。

	 子機の IP アドレスは初期設定完了後変更することもできますが、変更した場合は IP アドレスも必ず記載してください。
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セットアップウィザードで失敗する場合には

表示されるメッセージに応じて、以下を確認してください。

A.「インターネットへの接続」・「公衆無線 LAN 提供サービスへの接続」どちらも「完了」と表示され
ない場合
1. 本商品のWANポートと PoE インジェクター、PoE インジェクターとONUなどの機器が接続
されているか確認してください。

B.「インターネットへの接続」・「公衆無線 LAN 提供サービスへの接続」どちらかが「完了」と表示さ
れない場合
1. 完了と表示されなかった方のユーザ名とパスワードが正しく入力されているか確認してください。
2. 光ステーションにお申込み済みの回線につながっていることを確認してください。

C.「設定情報のダウンロード」が完了と表示されない場合
1. ２組（インターネット接続用、公衆無線 LAN提供用）のユーザ名とパスワードが逆に入力さ
れていないか確認してください。

なお、無線 LANで本商品につないでいる、または上記「セットアップ時の注意」の状況では Aまたは
Bの現象が起きる場合がありますが、セットアップは正常に終了しますので、再度ログインして確認
してください。

7. 無線で接続する
本商品に無線で接続する際のパソコンの設定を行います。
本項はWindows7 をお使いの場合を例に記載しています。それ以外のOS、	又は詳細な設定については
CD-ROMに収録の取扱説明書をご覧ください。

1. パソコンの無線機能を有効にします。
2. ［スタート］ - ［コントロールパネル］ の順にクリックします。
3. ［ネットワークと共有センター］ をクリックします。
4. ［ネットワークに接続］ をクリックします。
5. プライベート用無線 LAN の SSID（OWNERXXXX） が表示されている項目を選択して、 

［接続］ をクリックします。
6. ［セキュリティキーまたはパスフレーズ］ に、 SSID シールに記載されている 「WPA 

キー」 を入力して、 [OK] をクリックします。
7. ［このネットワークを保存します］ と ［ この接続を自動的に開始します］ を選択して 確認します。

8. インターネットに接続する
Webブラウザを起動してインターネットへの接続を確認します。

1. 本商品に接続したパソコンで Internet Explorer などの Web ブラウザを起動し、ホー
ムページが表示されることを確認します。

2. ホームページが表示されれば、インターネットへの接続は確認されました。
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安全にお使いいただくために必ずお読みください。
本書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただく
ために、守っていただきたい事項を示しています。
ご使用の際には、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。
本書を紛失または損傷したときは、当社のホームページからダウンロードしてください。

本文中の表示と絵記号の意味

表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告表示と絵記号の意味

絶対に行ってはならないことを示しています。
この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷
を負う可能性が想定される内容を示しています。

	 この表示の注意事項を守らないと、使用者が傷害を負ったり、
物的損害の発生が想定される内容を示しています。

行為を禁止する記号

	 指示を守る記号

●本商品や電源アダプタを次の場所には設置しないで下さい。
　火災・感電・故障の原因となることがあります。
•	屋外、直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラ－の近くなど温度が上がる場所
•	風呂場や花びんのそばなど水気の多い場所、または水のかかるおそれがある場所
•	調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所
•	湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかるおそれがある場所
•	ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所
•	製氷倉庫など、特に温度が下がる場所
•	じゅうたん、発泡スチロールなど、保温、保湿性の高いものに近い場所

●電源アダプタを取り扱う際には以下の点を必ず守ってください。
　火災・感電の原因となる恐れがあります。
•	付属品以外の電源アダプタを使用しないでください。
•	 AC100	V	±	10	V（50/60	Hz）の以外のコンセントにつながないでください。
•	根元までしっかり差し込んでください。ゆるいコンセントにはつながないでください。
•	延長コードは使わないでください。
•	たこ足配線にしないでください。
•	ものを載せたり、引っ張ったり、折り曲げたり、加工したりしないでください。
•	コンセントにつながれた状態で、コネクタをショートさせないでください。

●本商品や電源アダプタを取り扱う際には、以下の点を必ず守ってください。
　火災・感電・故障の原因となります。
•	本商品を分解・改造しないで下さい。
•	水などでぬらさないようにご注意ください。
•	ぬれた手で本商品や電源アダプタ、ケーブルに触れないでください。
•	強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
•	極端な高温、低温は避けてください。
•	布団で覆うなど、通気を妨げる使い方はしないでください。
•	発泡スチロールなど、保温、保湿性の高いものの近くで使わないでください。
•	熱器具のそばに配線しないでください。
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●本商品の部品（ネジなど）を乳幼児の手の届くところに置かないでください。
　誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。
●	以下のような場合には、すぐに電源アダプタを抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡下
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。
・煙が出たり、変なにおいがした場合
・故障もしくは破損した場合
・異常音がしたり、キャビネットが熱くなっている場合
・電源コードが傷んだ（芯線の露出・断線など）状態の場合
●	落雷の恐れのあるときは、必ず電源アダプタをコンセントから抜いて、ご使用をお控えく
ださい。

●	航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の電源を切ってく
ださい。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

●本商品の取付にあたっては以下の点を必ず守ってください。
•	本商品の取り付けにあたっては十分な強度があるポールや壁面を選んで下さい。
•	取付場所の材質や構造、総重量を考慮し、十分な強度をもった取付部材を選定して下さい。
•	ネジやステンレスバンドは取付場所の材質や構造に応じてしっかり締めつけてください。
締めた後および定期的にゆるみやがたつきがなく、しっかり締め付けられていることを
確認して下さい。

•	取付場所から外れた場合でも、本商品が周囲の人に当たらないように落下防止用ワイヤー
を設置してください。

●	本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカなどの近く
に設置したり、近くで使用したりしないでください。電子機器や心臓ペースメーカなどが
誤動作するなどの原因となることがあります。

●	本商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恐れがあります。

●本商品に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
●人が通行するような場所には配線しないでください。
　足に引っ掛けるとけがの原因になります。
●ぐらついた台の上や振動の多い場所など、不安定な場所に置かないでください。
　落下してけがの原因となることがあります。
●高い信頼性を要求される、幹線通信機器や電算機システムでは使用しないでください。
　社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。
●長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプタをコンセントから抜いてく
　ださい。
●機器の電源の入れ直しは、10 秒間以上おいてから行ってください。
　本商品が正常に動作しない場合があります。



22

厳守事項

■ ID	とパスワードの取り扱いについて
ユーザ ID	とパスワードはお客様の大切な個人情報です。入力は必ずお客様自身で行ってください。

■本書および取扱説明書の内容について
機能追加などにより本書の内容は予告なく変更されることがあります。機能追加や変更などに関する
サポート情報につきましては、以下のホームページの更新情報を定期的に閲覧していただくことを推
奨します。

当社ホームページ：	http：//web116.jp/ced/

本商品は、「外国為替及び外国貿易法」が定める規制対象貨物に該当いたします。
本商品を日本国外に持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。

＜セキュリティに関するご注意＞

本商品は、無線 LAN	の暗号化（セキュリティ）設定がされた状態で出荷されています。
より強固なセキュリティを確保するため、必ず SSID とWPAキーを変更してから無線
LANをご利用ください。また、無線 LAN	の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ
設定が破られることもありえますので、ご理解のうえ、ご使用ください。セキュリティ
対策を行わず、あるいは、無線 LANの仕様上やむをえない事情によりセキュリティ
の問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた損害に対する責任はいっ
さい負いかねますのであらかじめご了承ください。

ご使用いただくにあたって

この装置は、クラス B情報技術装置です。本商品は家庭環境で使用することを目的と
していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受
信障害を起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてくだ
さい。

●本商品は日本国内でのご利用を前提にしています。海外に持ち出しての使用はできません。
●本商品は、高度な認証・暗号化技術を使った安全な通信が可能ですが、電波を利用する以上、第三
者に通信を傍受される可能性があります。お客様ご自身の判断と責任において、お使いのパソコン
のセキュリティに関する設定を行うことをお勧めします。

●本商品の故障、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万一本商品に登録された情報内容が消失してしまうことなどの純粋経済損失に
つきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登
録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いします。

●本商品を設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工
事は、違法となり、また事故のもととなりますので絶対におやめください。

●本書に、他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使用を強制
するものではありません。

●本商品を紛失・毀損した場合および解約後に返却いただけない場合は、補償金を申し受けますので
あらかじめご了承ください。

●本商品の譲渡や転売（オークションへの出品を含む）等の行為は禁止します。
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電波に関するご注意

●	本商品を IEEE802.11n（2.4GHz）、IEEE802.11b、IEEE802.11g で通信利用時は、2.4GHz 帯域の電波
を利用しており、この周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無
線局、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用構内無線局、および免許を要しない特定小
電力無線局、アマチュア無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。
•	 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
•	 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャ
ネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）して
ください。

•	 その他、電波干渉の事例が発生し、何かお困りのことが起きた場合には、本書に記載のお問い
合わせ先へご連絡ください。

●	本商品は 2.4GHz 全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調
方式としてDS-SS 方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は 40mです。

●	IEEE802.11n（5GHz）および	IEEE802.11a	で通信利用時は、5GHz 帯域の電波を使用しております。
5.2GHz/5.3GHz 帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。

■	本紙の著作権は弊社に帰属します。本紙の一部または全部を弊社に無断で転載、
複製、改変などを行うことは禁じられています。

■	本紙に記載されている他社の製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
■	本紙、取扱説明書、ハードウェア、ソフトウェアおよび外観の内容について将来
予告なしに変更することがあります。

■	本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございまし
たら、当社のサービス取扱所へお申し付けください。

設置・IP 情報のメモについて
設置場所の情報は、本商品への再ログインや故障交換の際に必要となりますので、設置の際にメモを
取っておいてください。また、IP アドレスを変更した場合には、その情報も書き残しておいてください。

	 IP アドレスについては、特に変更しない場合は既に表記されている値となります。

設置場所 IP アドレス

親機
初期値 192.168.0.1
変更後 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

子機番号１
初期値 192.168.0.41
変更後 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

子機番号２
初期値 192.168.0.42
変更後 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

子機番号３
初期値 192.168.0.43
変更後 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

子機番号４
初期値 192.168.0.44
変更後 _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
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お困りの場合には
CD-ROMに収録されている取扱説明書をご覧頂くか、	下記のお問合せ先にご連絡下さい。

当社ホームページ：
［NTT 東日本］http://web116.jp/ced/

●接続設定に関するお問い合わせ

本書に記載の手順をご確認いただいた上で、下記までお問い合わせください。
　
お問い合わせ先：0570-060-086
　※ご利用にあたっては通話料金が発生いたします。
　※受付時間：	9：00 ～ 17：00（土・日・祝日も受付）	
　※年末年始（12 月 29 日～ 1月 3日）は休業とさせていただきます。

●機器の取扱いに関するお問い合わせ

お問い合わせ先： 0120-970413	（フリーアクセス）

　※携帯電話・PHS・050IP 電話からご利用の場合：03-5667-7100（別途、通話料金が発生いたします。）
　※受付時間：	9：00 ～ 17：00	（土・日・祝日も受付）	
　※年末年始	（12 月 29 日～ 1月 3日）	は休業とさせていただきます。

●故障に関するお問い合わせ

お問い合わせ先： 0800-8000865（フリーアクセス）

　※ 24 時間 365 日受付
　※ 17:00 ～翌日 9:00 までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
　※故障修理等の対応時間は 9:00 ～ 17:00 です。

お問い合わせ時には、本商品を新規にお申込みいただいた際にお送りしております「お申し込み内容
のご案内」をご用意ください。また、ご契約のプロバイダに関する資料	（プロバイダ登録通知書等）	に
ついてもご用意ください。なお、電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。


