お問い合わせ先番号

ごあいさつ

お客さまセンター
総合・料金・操作方法について（通話料無料）
受付時間

ご利用にあたっての注意事項

9:00〜20:00（年中無休）

一般電話からは

au電話からは

0077-7-111

局番なしの

取扱説明書について

紛失・盗難時の回線停止のお手続き
について（通話料無料）

■『アプリインストールガイド・便利な使いかた』

受付時間

■『取扱説明書 詳細版』

24時間（年中無休）

一般電話からは

au電話からは

0077-7-113

局番なしの 113 番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。
（無料）

0120-977-033 （沖縄を除く地域）
0120-977-699 （沖縄）

KTS31

ご利用の前に必ずお読みください
携帯電話•PHS事業者は､環境を保護し、
貴重な資源を再利用するためにお客様が
不要となってお持ちになる電話機・電池
・充電器を、ブランド・メーカーを問わ
ず
マークのあるお店で回収し、リサ
イクルを行っています。

2017年1月第1版

このたびは、Qua station（キュア ステーション）
（ 以下、
「 本製品」もしくは
「本
体」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に本製品に同梱の『アプリインストールガイド・便利な使いかた』、
『ご
利用にあたっての注意事項』
（本書）をお読みいただき、正しくお使いください。お
読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

157 番

Pressing zero will connect you to an operator,
after calling 157 on your au cellphone.

バックアップについて

本製品のご利用について

本製品の初期設定のしかたと便利な使いかたについて説明しています。
さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『取扱説明書 詳細版』は、auホーム
ページでご確認いただけます。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

■ お知らせ
• 本書では「microSDTMメモリカード
（市販品）
」
「microSDHCTMメモリカー
ド
（市販品）」
「microSDXCTMメモリカード
（市販品）」の名称を「microSD
メモリカード」もしくは「microSD」
と省略しています。
• 本書では
「SDメモリカード
（市販品）」、
「SDHCメモリカード
（市販品）
」、
「SDXCメモリカード（市販品）
」、SDカードアダプタに装着されたmicro
SDメモリカードの名称を「SDメモリカード」と省略しています。
• 本書では「USB Type-Bケーブル
（市販品）」、
「USB Type-Cケーブル
（市販
品）」、
「micro USBケーブル
（市販品）」、
「Lightning-USBケーブル
（市販
品）」の名称を「USBケーブル」
と省略しています。
• 本書に記載されているイラストは、
実際の製品とは異なる場合があります。
• 本書では、
『ご利用にあたっての注意事項』
（本書）
『アプリインストールガ
、
イド・便利な使いかた』
『取扱説明書 詳細版』を総称して『取扱説明書』と
、
表記します。

発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
輸入元：株式会社KDDIテクノロジー
製造元：ASKEY Computer Corporation

写真・動画・音楽などのデータを１つの場所に保存していた場合、内蔵ハードディスクの寿命や故障によって、
大切なデータが消失してしまうおそれがあります。
大切なデータが消えてしまわないように、定期的にバックアップを行ってください。

■ お知らせ
• 『取扱説明書』の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止され
ています。
• 『取扱説明書』の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
• 『取扱説明書』の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不
審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

禁止

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場
合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

分解禁止

分解してはいけないこと
を示す記号です。

濡れ手禁止

指示

濡れた手で扱ってはいけ
ないことを示す記号です。

禁止

指示に基づく行為の強制
（必ず実行していただくこ
と）を示す記号です。

禁止

から抜く

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用
ください。

この表示は、取り扱いを誤った場合、
「 軽傷※2を負う可
能性が想定される場合および物的損害※3の発生が想定
される」内容です。
※1 重傷 ：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、お
よび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
※2 軽傷 ：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）
・感電などを指
します。
※3 物的損害 ： 家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、
使用しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。
禁止

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
発火・破裂・火災の原因となります。
指示

分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
分解禁止

電源プラグをコンセント
から抜いていただくこと
プラグを
コンセント を示す記号です。

■ 本体、
ACアダプタ、
au Nano IC Card 04、
セットアップ
カード
（試供品）
、
SDカードアダプタ
（試供品）
共通

この表示は、
取り扱いを誤った場合、
「死亡または重傷※1
を負う可能性が想定される」内容です。

■ バックアップ用ハードディスク（市販品）について

禁止
（してはいけないこ
と）を示す記号です。

水がかかる場所で使用し
たり、水に濡らしたりして
はいけないことを示す記
水濡れ禁止
号です。

この表示は、
取り扱いを誤った場合、
「死亡または重傷※1
を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容
です。

本製品に保存したデータが破損・消失してしまった場合に備えて、別の記録媒体にデータを複製しておくことをバックアップと
言います。バックアップを行うと同じデータが2つできるので、万一、一方のデータを削除してしまったり消失してしまっても、
もう一方のデータを使えるので安心です。大切なデータを守るため、必ず定期的にバックアップを行ってください。
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■ 禁止・強制の絵表示の説明

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い
ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
■ ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損
害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■ バックアップとは

• バックアップ用ハードディスクは、以下のものを使用してください。
容量：1.0TB以上（2TBを超える大きな容量の機器の場合、バックアップに時間がかかる可能性があります）
対応規格：USB2.0またはUSB3.0
対応フォーマット：exFAT形式
• バックアップ用ハードディスクは本製品の
「USB接続端子」に接続し、USBケーブルが届く範囲で、安定した水平な場所
に設置してください。
• USB給電タイプの機器でバックアップに失敗する場合はセルフパワー（AC電源供給タイプ）で動作する機器を使用して
ください。
• USB給電タイプの機器を本製品のUSB接続端子に接続する際は、本製品の電源が入っていて起動状態であること（電源
ランプが緑色に点灯していること）を確認したうえで接続してください。

※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
輸入元：株式会社KDDIテクノロジー
製造元：ASKEY Computer Corporation
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安全上のご注意（必ずお守りください）

大切なデータはバックアップしてください！

本製品をご利用になる前に、本書の
「安全上のご注意
（必ずお守りください）」をお
読みのうえ、正しくご使用ください。
• 故障とお考えになる前に、
『取扱説明書 詳細版』の「故障とお考えになる前に」で
症状をご確認ください。
• 通信中は、身体から20センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれない
ようにしてください。
• 本製品は、水平で安定した場所に置いてお使いください。
• サービスエリア内でも電波の届かない場所
（トンネル・地下など）では通信でき
ません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信
中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あ
らかじめご了承ください。
• 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないと
は言えませんので、ご留意ください（ただし、LTE方式は通信上の高い秘匿機能
を備えております）。
• 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はでき
ません。
（This Product is designed for use in Japan only and cannot be used
in any other country.）
• 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合が
あり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合が
ございます。
• 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、そ
の他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用によ
り生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
• 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害
（記録内容の変化・消失、
事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
•『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより、
生じた損害に関して、当社は一
切責任を負いません。
• 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などか
ら生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
• 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、本製品に登録されたデータなど
が変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた
損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

• 本製品に登録された情報内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変
化・消失する場合があります。データのバックアップなど大切な内容は必ず控え
をお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につき
ましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
• 本製品に保存されたコンテンツデータ
（有料・無料を問わない）
などは、故障修理な
どによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
• お子さまがお使いになるときは、保護者の方が
『取扱説明書』をよくお読みにな
り、正しい使いかたをご指導ください。
• 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかる
ため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品
の回収を行っております。

使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみら
れた場合は次の作業を行ってください。
• 本製品の電源を切る。
• 本製品へ接続中の周辺機器の電源を切る。
• 電源プラグをコンセントから抜く。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となり
ます。

水などの液体
（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでくだ
さい。
火災、
やけど、
けが、感電などの原因となります。
水濡れ禁止

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用
ください。

DC 12V接続端子やUSB接続端子などに水などの液体（飲料水、汗、
海水、ペットの尿など）を入れないでください。
やけど、けが、感電などの原因となります。
水濡れ禁止 火災、

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
禁止

必ず専用のACアダプタをご使用ください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでく
ださい。
落下して、けがなどの原因となります。

禁止

湿気やほこりの多い場所、高温になる場所、極端に低温になる場所で
の使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使い
かたをさせないでください。
けがなどの原因となります。

指示

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、
こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使
用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用
ください。

禁止

禁止

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入
れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

禁止

砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂など
が付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えな
いでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
DC 12V接続端子やUSB接続端子などに導電性異物（金属片、鉛筆の
芯など）を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにして
ください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。
禁止

■ バックアップ用ハードディスク（市販品）のご注意
• バックアップ用ハードディスクを本製品に接続してバックアップ操作を行うと、本製品専用のハードディスクとしてフォーマット
（初期化）
されます。それまでご利用されていたハードディスク内のデータはすべて消去されます。
• 本製品でお使いいただくバックアップ用ハードディスクは本製品専用として使用してください。本製品専用で使用中のバック
アップ用ハードディスクを他の機器で使用すると、再フォーマットが必要になり、保存していたデータがすべて消去されます。
• バックアップ用ハードディスクの動作中は、USBケーブルを抜いたり、本製品の電源を切ったりしないでください。バッ
クアップ用ハードディスク（市販品）の取扱説明書も合わせてご参照ください。
• 本製品へのUSBハブを経由した接続は動作保証しておりません。
• 接続した機器の組み合わせまたは、機器の操作や性能などから生じた損害に関して、当社では一切の責任を負いかねます。
• 本製品のデータバックアップに際し、バックアップ用ハードディスクの初期化によって変化・消失した情報に対する損害
および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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指示

指示

本製品を長時間連続使用される場合は温度が高くなることがあります
のでご注意ください。
長時間の使用は、本製品の温度が高くなることがあります。温度の高
い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤
みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。
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本製品内のデータのバックアップは、最初に本製品と連携したスマートフォンやタブレットから操作して行います。
バックアップを行うには、バックアップ用のハードディスク（市販品）をご用意ください。
※ファイル数や容量によっては、バックアップに時間がかかることがあります。

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、
医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっては、かゆ
み、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質について⇒P.8「材質一覧」

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用
ください。

指示

指示

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしく
は販売業者に、電波による影響についてご確認のうえご使用ください。
医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

本体内部で発生する熱をファンで強制的に換気しますので、本体にあ
る通風口はふさがないようにしてください。
内部に熱がこもり、火災や故障の原因になることがあります。

禁止

本製品内のau Nano IC Card 04挿入口やSDメモリカードスロッ
トに水などの液体
（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃え
やすいものなどの異物を入れないでください。
また、au Nano IC Card 04やSDメモリカードの挿入場所や向きを
間違えないでください。

下図のように、本製品とバックアップ用ハードディスク（市販品）をUSBケーブルで接続する
• バックアップ用ハードディスク（市販品）を接続すると、COPYランプが緑色に点灯します。
• USBケーブルはバックアップ用ハードディスク（市販品）に付属のものを使用してください。

バックアップ用
ハードディスク
（市販品）

コンセントへ

指示

禁止

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の
電源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その
他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペー
スメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用
される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波によ
る影響についてご確認ください。
ペットなどが噛みつかないようご注意ください。
発熱により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用
ください。
付属のACアダプタを、本製品以外に使用しないでください。
火災や感電の原因となります。

本製品にUSBケーブルやACアダプタを接続するときは、接続する端
子に対してコネクタをまっすぐ抜き差ししてください。また、正しい
方向で抜き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、
やけど、
けが、
感電などの原因となります。

禁止

ケーブルをつけたまま持ち運ばないでください。
火災、感電の原因や、つまずいてけがの原因になります。
ACアダプタのDCプラグや、機器間のケーブルを外したことを確認の
うえ、移動してください。

ACアダプタの電源コードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

お使いのスマートフォン／タブレットで「au Gallery」アプリを起動する

プラグを
コンセント
から抜く

•「au Gallery」アプリについては、
『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。

「

」→「設定」→「Qua station連携設定」の順にタップ

「バックアップと復元」→「バックアップ」→「バックアップ」の順にタップ

プラグを
コンセント
から抜く

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用
ください。

画面のメッセージを確認して「はい」をタップ
•「はい」をタップすると、本製品に接続したバックアップ用ハードディスク
（市販品）の内容が初期化され、バックアップ用
ハードディスク
（市販品）
に保存されているデータがすべて消去されます。

画面に表示されている注意メッセージを確認して「はい」をタップ
• バックアップ用ハードディスク（市販品）へ本製品のデータバックアップを開始します。

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用
ください。

指示

禁止

指示

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用
ください。

• バックアップ中は、USBケーブルを抜いたり、本製品の電源を切ったりしないでください。

バックアップ完了通知が画面に表示され、COPYランプの点滅が止まっていることを確認
• バックアップ完了後はCOPYランプが緑色の点灯状態に戻ります。

指示

コンセントにつないだ状態でACアダプタに長時間触れないでください。
やけどなどの原因となります。

• バックアップ中はCOPYランプが緑色に点滅します。

指示

au Nano IC Card 04を取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけ
ないよう、切断面にご注意ください。
けがなどの原因となります。

COPYボタンを約3秒長押しし、COPYランプが消灯したことを確認して本製品から
USBケーブルを取り外す
-7-

指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因と
なります。

指示

指示

コンセントにつないだ状態でDCプラグをショートさせないでくださ
い。また、DCプラグに手や指など、身体の一部を触れさせないでくだ
さい。
火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

指示

電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタの電源コードを
引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタを持って抜いてください。
ACアダプタの電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけ
ど、感電などの原因となります。
DCプラグが曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてくださ
い。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
本製品のDC 12V接続端子などのショートにより、火災、やけど、け
が、感電などの原因となります。

ACアダプタの電源コードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど
無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

■ Qua station ACアダプタ（KTS31PJA）

材質一覧

使用箇所
ACアダプタ本体

■ 本体、セットアップカード（試供品）、SDカードアダプタ（試供品）

使用材料
PC（ポリカーボネート）

表面処理
シボ加工

ACアダプタコード部分

PVC（ポリ塩化ビニール）

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気
機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して
携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

外装ケース

PC（ポリカーボネート）

UVコーティング

電源プラグ

黄銅、PA(ポリアミド)

ニッケルメッキ

HDD蓋

PC（ポリカーボネート）

UVコーティング

DCプラグ

シリコン

銅合金、PBT樹脂（ポリブチレン
テレフタレート）

ニッケルメッキ

ゴム足
WPSボタン

PC（ポリカーボネート）

UVコーティング

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよ
び植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波
による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認くだ
さい。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

電源ボタン

PC（ポリカーボネート）

UVコーティング

COPYボタン

PC（ポリカーボネート）

UVコーティング

RESETボタン

PC（ポリカーボネート）

UVコーティング

PC（ポリカーボネート）+TPU
（熱可塑性ポリウレタン）

UVコーティング

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれ
がある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてくだ
さい（電源を切る）。
付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医
用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医
用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

USB接続端子（拡張用） PC（ポリカーボネート）+TPU
カバー
（熱可塑性ポリウレタン）

UVコーティング

SDメモリカード
スロット

銅合金、ステンレス

ニッケル＋
金メッキ

au Nano IC Card 04
挿入口

銅合金、ステンレス

ニッケル＋
金メッキ

医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に
従ってください。
医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

USB接続端子（拡張用） 黄銅、PBT樹脂（ポリブチレン
テレフタレート）

金メッキ

USB接続端子

黄銅、PA(ポリアミド)

金メッキ

DC 12V接続端子

黄銅、PBT樹脂（ポリブチレン
テレフタレート）

銅＋スズ合金
メッキ

SDカードアダプタ
（試供品）

黄銅、PC（ポリカーボネート）、
POM樹脂（ポリアセタール）、
LCP（液晶ポリマー）、ABS樹脂

ニッケル+
金メッキ

セットアップカード
（試供品）

PET（ポリエチレンテレフタ
レート）、PET-G（グリコール
変性PET）

使用箇所

指示

■ au Nano IC Card 04について

指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、
やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタ：AC100V〜240V
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■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

指示

禁止

禁止

水などの液体
（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が入った場合は、直
ちにコンセントから電源プラグを抜いてください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

本製品にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えな
いでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでくだ
さい。
火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

から抜く

コンセントへ

禁止

ACアダプタに海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用し
ないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。

禁止
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使用しない場合は、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜い
てください。
火災、やけど、けが、感電などの
プラグを 電源プラグを差したまま放置すると、
コンセント 原因となります。

コンセントに電源プラグを抜き差しするときは、金属製アクセサリー
などの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。
必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用
ください。

濡れた手でACアダプタの電源コードやDCプラグ、USBケーブル、
DC 12V接続端子、電源プラグなどに触れないでください。
やけど、感電などの原因となります。
濡れ手禁止 火災、

禁止

■ ACアダプタについて

指示

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指示

禁止

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本製品を使用しないでください。
電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

■ 本体について

保存したデータを他のハードディスクにバックアップする

風通しの悪いところに置かないでください。
• 押し入れや本棚などに押し込まない
• じゅうたんや布団などの上に置かない
• テーブルクロスなどをかけない
• 梱包品やビニール袋などに入れたまま使用しない
内部に熱がこもり、
火災、感電、故障や変形の原因となることがあります。

破損した際には、露出した本製品の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触れると、
やけど、
けが、感電などの原因となります。
指示

カード挿入口カバー

使用材料

表面処理

−

−
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−

● 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあ
ります。

取り扱い上のご注意
製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項で
す。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ 本体について
● 本製品は、壁や物から15cm以上離して設置してください。

● 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づける
と故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

● 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはか
るため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本
製品の回収を行っております。

● キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを
近づけたりしないでください。記録内容が消失する場合があります。

● 静電気に注意してください。
本製品は精密機器です。静電気の影響によって、製品の誤作動、故障などの原
因となるおそれがあります。
本製品を設置する際は、
接続端子に触れないなど
の注意をしてください。

● 必ず専用のACアダプタをご使用ください。専用のACアダプタ以外を使用し
た場合、故障の原因となります。

● 本体が正しく設置されていない場合には、故障、
最悪の場合には火災の原因に
なることがありますので、
『取扱説明書』に従って正しく設置してください。

● 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原
因となります。

● 本体には、機器内部の温度上昇を防ぐため冷却ファンを使用しております。
そのため、夜など静かな環境ではファンの風切り音が聞こえる場合があります。

● お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。
また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。

● 通風口からのほこりが壁に付着することもありますので、設置場所にご注意
ください。

● 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコン
の吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、
本製品内部に水滴が付くことがあります
（結露と言います）。このような条件下
でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

● USB接続端子やDC 12V接続端子などをショートさせないため、
指などの身
体の一部や導電性異物
（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内
部に入らないようにしてください。故障の原因となります。

● 本体のファンが故障すると本体の十分な冷却ができず、火災や故障の原因と
なります。
ファンが故障したときにはすみやかに本製品の使用を止めてください。

● SDメモリカードやUSBケーブルで接続した機器のデータ読み出し中に、振
動や衝撃を与えたり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障
の原因となります。

● ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

● 水などの液体をかけないでください。また風呂場など湿気の多い場所での使
用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。電子回路のショー
ト、腐食による故障の原因となります。

● 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃を与えないでください。
傷の発生や破損の
原因となる場合があります。

● USB接続端子とDC 12V接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してく
ださい。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき
強い力を加えて接続端子を変形させないでください。

● 使用中に濡れた場合には直ちに本製品の電源を切り、ACアダプタの電源プラ
グを抜いてください。

● SDメモリカードやUSBケーブルで接続した機器を取り外す際は、必ず本製
品のCOPYボタンを約3秒長押しし、COPYランプが消灯したことを確認し
てから取り外してください。COPYランプが点灯中または点滅中にSDメモ
リカードやUSB機器の取り外しを行わないでください。データの損失および
SDメモリカードやUSB機器の故障の原因となります。

■ 本体、ACアダプタ、au Nano IC Card 04、セットアップカード（試供
品）、SDカードアダプタ（試供品）共通
● 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰
まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意く
ださい。
また、USBケーブルをUSB接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故
障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
● 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
（周囲温度5℃〜35℃、湿度20％〜85％の範囲内でご使用ください。）

● お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布
などで強く擦ると、本体に傷が付く場合があります。
本体に水滴や汚れなどが
付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シン
ナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があせたりする
ことがあります。
● 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与え
る場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
● ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありま
せん。
● 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故
障の原因となります。

● 水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。
● 布団などで覆われた状態での使用は故障の原因となります。
● USB接続端子やDC 12V接続端子などをお使いになるときは、
接続する端子
に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差
ししないと、故障の原因となります。
● 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる
場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原
因となる場合があります。
● ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
落下して、故障などの原因となります。
● 本製品を使用する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超
えて使用しないでください。

● ボタンの表面に爪や鋭利なもの、硬いものなどを強く押し付けないでくださ
い。傷の発生や破損の原因になります。
● 本製品底面に貼ってあるIMEIの印刷されたラベルは、お客様が使用されてい
る本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事業法に適合したも
のであることを証明するものですので、はがさないでください。
● 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用し
た場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。
本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通
信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証とし
て、
「技適マーク 」が本製品底面のラベルに表示されております。
本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明など
が無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、
電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないように
お願いいたします。
● 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっていま
す。また、改造することは電波法で禁止されています。
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Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能について
•

Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。本製品のBluetooth®機能は日

本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご使用になると罰
せられることがあります。
• 無 線LAN（Wi-Fi®）機 能 は 日 本 国 内 で ご 使 用 く だ さ い。本 製 品 の 無 線LAN
（Wi-Fi®）機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外
でご使用になると罰せられることがあります。
• 無線LAN（Wi-Fi®）やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機
器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通
信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
• 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生してい
るところで使用しないでください。
• 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなる
ことがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
• テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面
が乱れることがあります。
（Wi-Fi®ルーター）が存在し、
• 近くに複数の無線LAN（Wi-Fi®）アクセスポイント
同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
• 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は
異なります。

2.4GHz帯ご使用上の注意
本製品のBluetooth®機能／無線LAN
（Wi-Fi®）機能は2.4GHz帯を使用します。
この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、
ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別
用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下
「ほかの無線局」と略す）が運用されています。
1.本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認
してください。
2.万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、
すみやかに本製品の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。

■ 修理を依頼されるときは
保証期間中※

当社無償修理規定に基づき、修理いたします。

保証期間外

修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理
いたします。

※保証期間は、本製品をお客様が新規ご購入された日より1年間です。

• メモリの内容などは、
修理する際に消えてしまうことがありますので、
控えておいて
ください。なお、
メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益に
つきましては、
当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
• 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
• 本体およびACアダプタ以外の同梱品は無償修理保証の対象外です。
• 本製品を加工、改造、解析（ソフトウェアの改造、解析（ルート化などを含む）
、リ
バースエンジニアリング、
逆コンパイル、または逆アセンブルを含む）されたも
の、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対
象外または修理をお断りする場合があります。

3.ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さ
まセンターまでご連絡ください。
• 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）・Z-Wave対応機器との接
続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無
線LAN（Wi-Fi®）・Z-Wave対応機器との動作を保証するものではありません。
• 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）の標準仕様
に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容
によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線
LAN（Wi-Fi®）によるデータ通信を行う際はご注意ください。
• 無線LAN（Wi-Fi®）は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く
範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティ
の設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの
行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリ
ティの設定を行い、使用することを推奨します。
• Bluetooth®・無線LAN
（Wi-Fi®）通信時に発生したデータおよび情報の漏洩に
つきましては、
当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
®
（Wi-Fi®）機能は、2.4GHz帯の周波数
本製品のBluetooth 機能および無線LAN
を使用します。

2.4 DS4/OF4/FH1
• Bluetooth®機能：2.4FH1
本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、
与干渉距離は約10m以下です。
• 無線LAN（Wi-Fi®）機能：2.4DS4/OF4
本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS‒SS方式およびOFDM
方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。
• 2.4GHz全帯域を使用し、
移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
• 利用可能なチャンネルは、国により異なります。

※本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従っ
て、本保証によって保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利
を制限するものではありません。

■ au Nano IC Card 04について
au Nano IC Card 04は、
auからお客様にお貸し出ししたものになります。
紛失・
破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる
場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■ アフターサービスの内容について
サービス内容

■ 補修用性能部品について

自然故障
預かり修理

補償種別
1年目

無料

2年目以降

部分破損

実費負担

水濡れ、全損

■ 無償修理規定

盗難、紛失

1. 修理受付時は、
製造番号
（IMEI番号）
の情報をお知らせください。
製造番号
（IMEI
番号）は、本製品本体もしくは外装箱に貼付のシールなどで確認することがで
きます。
2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故
障した場合には、無償修理をさせていただきます。
3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。
（または、修理ができな
い場合があります。）
①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
②不当な修理や改造
による故障や損傷の場合。
③当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理さ
れた場合。④使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。
ま
た、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
⑤地震、風水害などの天災及び火
災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。

補償なし

周辺機器
• 周辺機器は、auオンラインショップでご購入いただけます。
http://auonlineshop.kddi.com
■ Qua station ACアダプタ（KTS31PJA）

OpenSSL License

【Original SSLeay License】
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights
reserved.
This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG AS IS AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING

● 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。
● 砂浜などの上に直に置かないでください。本製品本体内に砂などが混入する
と故障の原因となります。
● 長時間連続して使用し続けた場合などは、本体の一部が温かくなり、長時間皮
膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

無線LAN（Wi-Fi®）製品のセキュリティに関する

■ Z-Waveについて

• Z-Waveは、インテリジェントな双方向省電力メッシュネットワーク技術の国
ご注意
際無線規格です。
• Z-Wave認証を受けたメーカーの製品もしくはアプリケーションとZ-Wave （お客様の権利＜プライバシー保護＞に関する重要な事項です）
無線LAN（Wi-Fi®）
では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコ
ネットワークを構築することができます。また、バッテリー以外で動作するすべ
ての機器は、製造するメーカーにかかわらず、リピーター機能を備えています。 ンなどとWi-Fi®ルーター間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば
自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、セキュリティに関
リピーター機能とは、信号を中継して届く距離を延長する機能です。
する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
● 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
5GHz帯ご使用上の注意
• IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報を盗み見る。
本製品の無線LAN
（Wi-Fi®）機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯
• メールの内容を盗み見る。
および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。
などの行為をされてしまう可能性があります。
本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。
● 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
• W52/20MHz（5.2GHz帯 36、40、44、48ch）
• 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）。
• W52/40MHz（5.2GHz帯 38、46ch）
• 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）。
• W53/20MHz（5.3GHz帯 52、56、60、64ch）
• 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）。
• W53/40MHz（5.3GHz帯 54、62ch）
• コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）。
• W56/20MHz（5.6GHz帯 100、104、108、112、116、120、124、
などの行為をされてしまう可能性があります。
128、132、136、140ch）
● 悪意のある第三者が本製品を利用して、他のパソコンへ不正に攻撃を行うなど
• W56/40MHz（5.6GHz帯 102、110、118、126、134ch）
の行為をされてしまう可能性があります。
本来、無線LANカードやWi-Fi®ルーターは、これらの問題に対応するためのセ
®
無線LAN（Wi-Fi ）ご使用上の注意
キュリティのしくみを持っていますので、無線LAN（Wi-Fi®）機器のセキュリティ
に関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少な
本製品の無線LAN（Wi-Fi®）機能の使用周波数は2.4GHz帯と5GHz帯です。この
くなります。無線LAN（Wi-Fi®）機器は、購入直後の状態においては、セキュリティ
周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同
に関する設定が施されていない場合があります。したがって、お客様がセキュリ
種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無
ティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードやWi-Fi®ルーター
線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの
をご使用になる前に、必ず無線LAN（Wi-Fi®）機器のセキュリティに関するすべて
無線局」と略す）が運用されています。
の設定をお使いの機器の取扱説明書に従って行ってください。なお無線LAN（Wi1.本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認
Fi®）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得ます
してください。
ので、ご理解のうえ、ご使用ください。
2.万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、
セキュリティ対策を施さず、あるいは無線LAN（Wi-Fi®）の仕様上やむを得ない事
すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発
情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社ではこれによって生
射を停止）してください。
じた損害に対する責任を負いかねます。
3.ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さ
まセンターまでご連絡ください。

● 本製品は、パソコンとUSBケーブルで接続しないでください。故障の原因と
なります。
● 本製品の電源が入っていない時に、USB給電機能のある機器をUSB接続し
ないでください。故障の原因となります。
● 本製品と接続中の周辺機器との間でデータアクセス中は、本製品に強い衝撃
を与えたり、揺らしたり持ち上げたりしないでください。
● データのバックアップを取得してください。
本製品のデータのバックアップを定期的に行ってください。万一不測の事態
が発生し不用意なデータの消失や復旧が不可能な状態に陥ったとき回避策に
なります。なお、本製品のご利用に際しデータ消失などの障害が発生しても、
当社では保証いたしかねることをあらかじめご了承ください。
バックアップについては、
「 大切なデータはバックアップしてください！」
（▶表紙下コラム）をご参照ください。

■ 本体

LTE対応Band

B1、B26（ローミング非対応）

Wi-Fi対応規格

IEEE802.11a
IEEE802.11b
IEEE802.11g
※1
IEEE802.11n（2.4GHz）
※1
IEEE802.11n（5GHz）
IEEE802.11ac※1
※1 2×2MIMO 対応

ハードウエア仕様
ハードウエアスイッチ

WPSボタン、RESETボタン、電源ボタン、
COPYボタン

消費電力

最大30W

電源

DC12V 3A

外形寸法（W×H×D）

約160mm×56mm×100mm
※底面ゴム足含まず

Wi-Fiテザリング 同時接続数

10台

自動無線設定機能

WPS

質量

約611ｇ

Bluetooth 搭載バージョン

4.0

動作環境

温度：5℃〜35℃
湿度：20%〜85%（結露しないこと）

Bluetoothプロファイル

SPP GATT

温度：0℃〜50℃
湿度：5%〜90%（結露しないこと）

Z-Wave搭載モジュール

Sigma designs ZM5304

USBインターフェース仕様

保管時環境
HDD仕様

その他
本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、
リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに
関与してはいけません。
本製品は、MPEG‒4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスさ
れており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合において
のみ使用することが認められています。
• MPEG‒4 Visualの規格に準拠する動画
（以下、
MPEG‒4 Video）
を記録する場合
• 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG‒4
Videoを再生する場合
• MPEG‒LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG‒4 Video
を再生する場合
プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法
人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
• 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商
業的な使用のために
（i）AVC規格準拠のビデオ
（以下「AVCビデオ」と記載しま
す）を符号化するライセンス、および／または
（ii）AVCビデオ
（個人的で、且つ商
業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／また
はAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイ
ダーから入手したAVCビデオに限ります）
を復号するライセンスが許諾されてお
ります。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされてお
りません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, LLC.から入手できる可能
性があります。http://www.mpegla.com をご参照ください。
• 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且
つ非商業的な使用のために
（i）VC-1規格準拠のビデオ
（以下「VC-1ビデオ」
と記
載します）を符号化するライセンス、および／または
（ii）VC-1ビデオ
（個人的で、
且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、およ
び／またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデ
オプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります）
を復号するライセンスが許
諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾
がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, LLC.から入手で
きる可能性があります。http://www.mpegla.com をご参照ください。

● ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜
いてください。電源コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

■ au Nano IC Card 04について
● au Nano IC Card 04の取り外し、および取り付け時には、必要以上に力を
入れないようにしてください。本製品への取り付けには必要以上の負荷がか
からないようにしてください。
● 他のICカードリーダー／ライターなどに、au Nano IC Card 04を取り付け
て故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
● au Nano IC Card 04にシールなどを貼らないでください。
● 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card 04を挿入しないでください。
故障の原因になります。
● カードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属部へ
の異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかける、
濡らすなど）はしないで
ください。データの消失や故障の原因となります。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い
● 本製品は精密機器です。静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作など
により、
記録内容が消えたり変化する場合があります。
万一に備えて、
重要なデータについては必ず定期的にバックアップしてください。
本製品に保存されたデータの毀損・消失などについては、故障や障害などの原因
にかかわらず、
当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
また、
当社がデータを復元・修復・複製することもできません。
なお、
何らかの原因でバックアップやデータ保存ができなかった場合、いかなる理
由であっても当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
控えを取る方法については、
「大切なデータはバックアップしてください！」
（▶表紙下コラム）をご参照ください。

データ通信料についてのご注意
• 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーション
などにより自動的にデータ通信が行われる場合があります。このため、ご利用の
際はデータ通信料が高額になる場合がありますので、データ通信料定額／割引
サービスへのご加入をおすすめします。

■ ご利用データ通信料のご確認方法について
auご加入者は料金照会
（今月（前日または前々日まで）の割引適用前の概算データ
通信料）を照会いただけます。
https://cs.kddi.com
（auお客様サポート）
※初回のご利用の際は、
データシェア設定されているスマートフォンからご確認ください。
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通信仕様

主な仕様

ポート数

2（USB3.0、USB 2.0）

充電出力

最大1.5A／5V

容量

1TB

回転数

5,400rpm

サイズ

2.5インチ

入力

AC100V〜240V、50Hz /60Hz

インターフェース

Serial ATA 6Gb/s

出力

DC12.0V、3.0A

本体動作電圧

5V

動作環境

消費電力

Start Up（最大）3.0W
Low Power Idle（平均）0.5W

温度：5℃〜35℃
湿度：20％〜85%（結露しないこと）

保存時環境

外形寸法（W×H×D）

約69.9mm×9.5mm×100.2mm

温度：0℃〜50℃
湿度：5％〜90%（結露しないこと）

質量

約102ｇ

外形寸法（W×H×D）

約33.0mm×57.4mm×93.0mm
※突起部を除く

電源コードの長さ

約1m

質量

約158g

■ ACアダプタ
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NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
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● 本製品と接続中の周辺機器との間でデータアクセス中は、本製品および周辺
機器の電源を切ったり、電源プラグを抜かないでください。

● ACアダプタの電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。また、AC
アダプタの電源プラグやDCプラグと電源コードの接続部を無理に曲げたりし
ないでください。ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るな
ど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。
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※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
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Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
This product includes software developed by the OpenSSL Project
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT
AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT
OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.

● 本製品内のau Nano IC Card 04挿入口やSDメモリカードスロットに液
体、金属体などの異物を入れないでください。故障の原因となります。

● 本製品に接続する周辺機器の使用方法については、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。
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4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
5. 本製品の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いた
しません。
6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故について
は、責任を負いかねます。
7. 出張による修理対応はお受けできません。
8. 本規定は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in
Japan.）

当社はこのQua station本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了
後4年間保有しております。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 電源ケーブルに足などが引っ掛かり、意図せず抜けてしまうことのないよう、
電源ケーブルの配線にご注意ください。

● お客様がご自身の判断でインストールを行ったソフトウェア、およびアプリ
ケーションなどにより、
お客様ご自身または第三者への不利益が生じた場合、
当社では責任を負いかねます。
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アフターサービスについて

● 本製品の電源を切る際は、必ず電源ボタンを押してお切りください。
電源プラ
グを抜いて電源を切ることは、絶対にしないでください。
内蔵ハードディスクの故障（データ破損や消失）の原因となります。

● お客様がご自身の判断でインストールを行ったソフトウェア、およびアプリ
ケーションなどにより、
本体および周辺機器に不具合が生じた場合、当社では
責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。

■ ACアダプタについて

初期設定

知的財産権について

お買い上げ時は、本製品の無線LANセキュリティが初期設定されています。本製
品に接続する無線LAN（Wi-Fi®）機器を登録するときには、次の表で初期値をご確
認ください。
ネットワーク1

ネットワーク2

初期ネットワーク（SSID）
本製品底面のラベルをご覧ください。

通信の暗号化キー
（初期パスワード）
無線周波数

2.4GHz

ネットワーク認証方式

WPA／WPA2／WPA2 PSK

5GHz

暗号キーのフォーマット

パスフレーズ

暗号化方式

AES

隔離機能

無効

輸出管理規制
本製品および付属品は、日本輸出管理規制
（「外国為替及び外国貿易法」および
その関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制
（Export
Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および
付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必
要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米
国商務省へお問い合わせください。

商標について
本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
• SDロゴ、SDHCロゴ、SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
• Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であ
り、KDDIテクノロジーはライセンスに基づいて使用しています。
• Wi-Fi®、Wi-Fi Direct®、Wi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Alliance®の商標
または登録商標です。
• FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
•
はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
• ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、Dolby
Audio、
ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
• Z-Wave®とZ-Wave Plus®は米国およびその他の国において、Sigma
Designs, Inc.とその子会社の登録商標です。
• Microsoft®、Windows®、Windows® 7は、米国Microsoft Corporationの米
国およびその他の国における商標または登録商標です。
• Android、Androidロゴ、Google、GoogleロゴおよびGoogle Playは、Google
Inc.の登録商標または商標です。
• Apple、Appleロゴ、Mac、Mac OSは、米国その他の国で登録されたApple
Inc.の商標です。商標「iPhone」は、アイホン株式会社の許諾を受けて使用して
います。
• IOSは米国その他の国におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセン
ス許諾を受けて使用されています。
• その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録
商標です。

■ オープンソースソフトウェアについて
本製品はGNU General Public License
（GPL）
、およびその他のオープンソー
スソフトウェアのライセンス条件が適用されるソフトウェアを使用しています。
詳細は、下記のホームページをご参照ください。
http://www.kddi-tech.com/notes/index.html
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