
本製品のご利用について
本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」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、『はじめてガイド』およびauホームページに掲載の『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1.5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。
• 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話・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。国外で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.）
• 「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている本製品のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
• 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。
• 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（オプション品含む）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。
• 本製品は、クラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品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、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

• 本製品は持ち運びでのご利用を想定しておりません。ご自宅で電源アダプタに挿してご利用ください。
※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：株式会社KDDIテクノロジー
製造元：MeiG Smart Technology Co., Ltd.

◎  本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
◎  本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
◎  本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ございまし

たら、ご連絡ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）
●	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。

■		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。

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。

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。

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・強制の絵表示の説明

禁止
禁止（してはいけないこと）を示す記号です。

濡れ手禁止
濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

分解禁止
分解してはいけないことを示す記号です。

指示

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。

水濡れ禁止

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号です。 電源プラグを

コンセント
から抜く

電源プラグをコンセントから抜いていただくこと
を示す記号です。

■	本体、電源アダプタ、au	IC カード、周辺機器共通

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。

禁止

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。

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

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。

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。

禁止

モバイルバッテリーなどの電源に接続した状態で、ポ
ケットやかばんに入れて持ち運ばないでください。
本製品は持ち運びの利用を想定しておりません。熱
のこもる環境での連続使用は、発熱・発火による火
災・やけど・けが・感電などの原因となります。

分解禁止

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。

水濡れ禁止

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

USBコネクタに水などの液体（飲料水、汗、海水、
ペットの尿など）を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指示

オプション品は、auが指定したものを使用してくだ
さい。
指定以外のものを使用すると、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

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。

禁止

USBコネクタに導電性異物（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。

禁止

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。

指示

使用中に、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本製品やケーブルを電源ア
ダプタから抜いてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止

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

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や高温になる場所、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。

禁止

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
保護キャップなどの小さい部品の保管場所に特に
ご注意ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

指示

本製品を継続して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。また、衣類
のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、意
図せず継続して触れることがないようご注意くだ
さい。
データ通信など、継続しての使用は、本製品や電源
アダプタの温度が高くなることがあります。温度の
高い部分に直接継続して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。

■本体について

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。

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。
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。

禁止

本製品内のau	IC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	ICカードの挿入場所や向きを間違えない
でください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

指示

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、本製品やケーブル
を電源アダプタから取り外してください。
電波により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。

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。
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因
となります。

指示

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、本製品やケーブルを電源アダプタから取
り外してください。
電波により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にな
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。

指示

ペットなどが本製品に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。

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止

背面カバーを取り外す際は、必要以上に力を入れな
いでください。
背面カバーが破損し、けがなどの原因となります。

禁止

背面カバーを取り付けるときは、指などの体の一部
を挟まないでください。
けがなどの原因となります。

禁止

背面カバーを外したまま使用しないでください。
やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

通信中の状態で本製品に継続して触れないでくだ
さい。
やけどなどの原因になります。

指示

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は⇒「材質一覧」

■電源アダプタについて

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

雷が鳴り出したら、電源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。

禁止

コンセントにつないだ状態でUSBコネクタを
ショートさせないでください。また、USBコネクタ
に手や指など、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

コンセントに電源アダプタを抜き差しするときは、
金属製ストラップ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

電源アダプタに変圧器（海外旅行用のトラベルコン
バーターなど）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

本製品に電源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。

濡れ手禁止

濡れた手でUSBコネクタ、電源プラグに触れないで
ください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

指示

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。
電源アダプタ：AC100V（家庭用交流コンセントのみ
に接続すること）

指示

電源プラグに付いたほこりは、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

電源アダプタ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。

指示

電源アダプタをコンセントから抜く場合は、ケーブ
ルのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、電源
アダプタ本体を持って抜いてください。
ケーブルのコードを引っ張るとコードが傷付き、火
災、やけど、感電などの原因となります。

指示

本製品に電源アダプタを抜き差しする場合は、コー
ドを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子
に対してまっすぐ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。

指示

USBコネクタ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。
USBコネクタのショートにより、火災、やけど、け
が、感電などの原因となります。

電源プラグを
コンセント
から抜く

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

電源プラグを
コンセント
から抜く

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が
付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感
電などの原因となります。

電源プラグを
コンセント
から抜く

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。

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。

禁止

コンセントにつないだ状態で電源アダプタに継続
して触れないでください。
やけどなどの原因となります。

■USB延長ケーブル（試供品）について

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。

水濡れ禁止

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。

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

ケーブルの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。 禁止

ケーブル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。

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。

指示

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は⇒「材質一覧」

無線 LAN STICK
ご利用にあたっての注意事項
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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：	 MeiG	Smart	Technology	Co.,	Ltd.

•	 本書では、「無線LAN	STICK」を「本製品」と表記します。
•	 	本書では「au	Nano	IC	Card	04	LE」の名称を「au	ICカー
ド」と表記しています。

•	 	本書の表記方法については、『はじめてガイド』またはau
ホームページ掲載の『取扱説明書	詳細版』をご参照くださ
い。

ご利用の前に必ずお読みください



■ au	IC カードについて

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。

指示

au	ICカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷
付けないよう、切断面にご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの
原因となります。

■	医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

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

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。

指示

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。

指示

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。
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。

材質一覧
■	本体

使用箇所 使用材料 表面処理
外装ケース PC（ポリカーボネート） シボ加工
外装ケース（背面カバー下） PC（ポリカーボネート） シボ加工
USBコネクタ 鉄、プラスティック ニッケルメッキ

■	USB延長ケーブル（試供品）
使用箇所 使用材料 表面処理

USB Type-A（オス）プラグ（金属部） 鉄 ニッケルメッキ
USB Type-A（オス）プラグ（樹脂部）／ 
磁気リング／ケーブル

PVC なし

USB Type-A（オス）プラグ（端子部）／ 
USB Type-A（メス）プラグ（端子部）

銅 なし

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、電源アダプタ、au	IC カード、周辺機器共通
● 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、中で重いものの下になっ

たりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れて座ったりすると内部基板などの破損・故障の原因となります。  
また、外部機器をUSBコネクタ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。

● 下記については、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0℃～40℃、湿度20％～60％（結露しないこと）の範囲内でご使用ください。）

• 本体
• au ICカード（本体装着状態）
• 電源アダプタ
• 周辺機器

●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。
● 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。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナー

などで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。
● 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。
●通信中など、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。
●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。
●必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
●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。
● 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。
● USBコネクタ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

内部に入ったりしないようにしてください。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。
●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。
●使用中に濡れた場合には直ちに電源アダプタの電源プラグを抜いてください。
●かばんの中や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。
● 電源アダプタやケーブル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。

■本体について
●強く押す、たた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。
● 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 」が本製品本体の銘板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。

● 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。

● 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ないでください。記録内容が消失する場合が
あります。

● 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（結露といいます）。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。

● 通常は背面カバーを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となりま
す。

●本製品内のau IC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。
●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。本製品内に砂などが混入したりすると発熱や故障の原因となります。

■電源アダプタについて
● USB延長ケーブル（試供品）のコードを電源アダプタ本体に巻きつけないでください。また、電源アダプタのプラグやコネクタと

ケーブルのコードの接続部を無理に曲げたりしないでください。ケーブル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。

● 電源アダプタの電源プラグをコンセントから抜くときは、電源アダプタ本体を持って抜いてください。

■USB延長ケーブル（試供品）について
● USB延長ケーブル（試供品）は取扱説明書に記載の使用目的以外では使用しないでください。  

故障、破損の原因となります。

■ au	IC カードについて
● au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になる本製品への挿入には必

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 ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
●au ICカード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 ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。
● au IC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

かけたりする、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。

■著作権・肖像権について
● お客様が本製品でインターネット上からダウンロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護

されている場合、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変
などはできません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのよ
うなご利用もお控えください。

■本製品の記録内容の控え作成のお願い
● ご自分で本製品に登録された内容で、重要なものは控えをお取りください。  

本製品のメモリは、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したりする場合があ
ります。

無線 LAN についてのお願い
•  本製品の無線LAN機能は日本国内規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
•  無線LAN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、通信ができなくなったりすることがあります（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、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
• 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、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。

周波数帯について
本製品の無線LAN機能の使用周波数は、2.4GHz帯です。
本製品の無線LAN機能（2.4GHz帯）は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。
本製品で以下の操作を行うことで、周波数帯に関する情報をご確認いただくことができます。
• 無線LAN機能：2.4DS/OF4

2.4 DS/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40m以下です。
移動体識別装置の帯域を回避することが可能です。
本製品の2.4GHz帯の無線LANで使用できるチャンネルは、1～13です。
利用可能なチャンネルは、国により異なります。
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

■2.4GHz帯無線 LANご使用上の注意
2.4GHz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。 
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。

◎  本製品はすべての無線LAN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、すべての無線LAN
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、無線LAN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。無線LANによるデータ通信を行
う際はご注意ください。

◎  無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、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。

◎  無線LAN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。

電波障害自主規制について
本製品は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークが背面カバーを外したところに貼られて
いる銘板ラベルに表示されています。

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、自動的にデータ通信が行われる場合があります。
• 本製品で各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、データ通信は有料となります。

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。

知的財産権について
■	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。

■	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。
https://www.kddi-tech.com/notes/index.html

■	OpenSSL	License
Copyright © 1998-2018 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.

【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 NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■	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。

お問い合わせ先番号
お客さまセンター
総合案内	（年中無休／通話料無料） 受付時間　9:00～20:00
au携帯電話から

局番なしの157	番
au携帯電話以外/一般電話から

 0077-7-111
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）

盗難・紛失・故障案内	（年中無休／通話料無料） 受付時間　24時間
au携帯電話から

局番なしの113	番
au携帯電話以外/一般電話から

 0077-7-113
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）

 0120-925-314

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。

https://www.kddi-tech.com/notes/index.html
http://www.openssl.org/
http://www.openssl.org/

