
本商品の取扱説明書について
本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。（2022年11月現在）
■	つなぎかたガイド（本書）

基本的な接続パターンを例にして、インターネットが使えるようになるまでの接続・設定手順を説明しています。
また、ご使用前に確認していただきたい注意事項、トラブルシューティングも記載しています。

■	ユーザーズマニュアル（Web	サイトに掲載）
商品のさまざまな機能を利用してできることを、わかりやすい操作・設定手順で説明しています。
また、本商品の基本事項についても記載しています。ユーザーズマニュアルの URL は『保証書・お問い合わせアフターサービス』（別紙）※ 

に記載しています。
※ 名称が異なる場合があります。

箱の中身を確認する
不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

□		MR51FN
＜添付品＞
□	ACアダプタ
□	つなぎかたガイド（本書）

□		USBケーブル
□	保証書・お問い合わせアフターサービス（別紙）

※ クレードルセットの場合にのみ添付されています。
□	クレードル
□	クレードル取扱説明書

□	LANケーブル（カテゴリ	5eストレート）

各部の名称とはたらき

④

⑤

①

②

③

⑥

SIMカバー

名称 はたらき
①		ディスプレイ 本商品の状態や通知情報などが表示されます。

また、本商品の情報を確認したり主要な設定を行う
ことができます。

②		USBポート 指定のACアダプタおよびUSBケーブル、クレー
ドルを接続するときに使用します。

③		 （電源・決定）
ボタン

電源のON/OFF を行います。
ディスプレイを消灯／点灯するときに使用します。
休止状態に移行／復帰するときに使用します。
選択したメニュー／項目を確定し、次の画面に進
みます。

④		 （△）ボタン 上に表示されるメニュー／項目に移動します。
⑤		 （▽）ボタン 下に表示されるメニュー／項目に移動します。
⑥		nanoSIM	
カードスロット

nanoSIM	カードを挿入します。

ボタン操作の例
	•「情報」画面を表示する

ホーム画面 情報画面ホーム（メニュー表示）画面

／

	•「クイックメニュー」画面を表示する

ホーム画面 クイックメニュー画面ホーム（メニュー表示）画面

／

nanoSIMカードの取り付けとSIMロックについての注意
	•本商品は nanoSIMカード専用です。サイズの異なるものは取り付けることができません。
　SIMカードのサイズが合わない場合は、ご契約の通信事業者へご相談ください。

※ 異なるサイズの SIM カードを nanoSIM サイズにカットしたものを挿入しないでください。挿入したカードが抜けなくなったり、
nanoSIM カードスロットが故障する原因となります。

	•本商品は、SIMロックをかけていません。
　	NECプラットフォームズ株式会社（以下「当社」とします。）にて接続確認を行った通信事業者の情報は、別紙『お問い合わ
せ・アフターサービス』記載のサポートページを参照してください。	 	
当社にて独自に特定の環境で基本動作や接続動作を確認したものであり、すべての環境で機能・性能・信頼性を保証するもの
ではありません。また、サポートページに掲載されていないサービスの nanoSIMカードを挿入し、利用することに伴って発
生した、いかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

本商品をご利用になる前に、必ず、裏面の
「自動バージョンアップ機能に関する許諾について」をお読みください。
バージョンアップ中は、ディスプレイに「ファームウェア更新中」と表示されますので、絶対に本商品の電源を切らない
でください。
※ バージョンアップ中は、本商品に接続している端末との接続は切断され、数分間インターネット通信などができな

くなります。

重　要

このたびはAterm	MR51FNをご利用いただき、まことにありがとうございます。
Aterm	MR51FN（以下、本商品と呼びます。）は、5G/4G/3Gおよび公衆無線LANサービスに
接続してインターネット通信が利用できる、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、
IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠した、SIMロックフリーのマルチ
バンド対応5Gモバイルルータです。

ご利用開始時の本商品に Wi-Fi 接続しよう設定の準備をしよう 21 接続状態を確認しよう3

初期パスワードを変更しよう

初期化方法
うまく動作しない場合や、本商品をご利用開始時の状態に戻したい場合は、下記の手順で初期化してくだ
さい。（お客様にて設定した内容は消去されます。）

1	本商品ディスプレイの「クイックメニュー」－「詳細設定」－「メンテナンス」を選択する
2	［初期化］を選択する
3	「ご利用開始時の状態に戻ります。初期化しますか？」と表示されたら、［はい］を選択する
※ 再起動後、初期化が完了します。

4

ディスプレイ表示について

トラブルシューティング
ご利用にあたり、考えられる代表的なトラブルとその対処を下記に記載します。

	■インターネットに接続できない場合は
	●回線開通手続きが完了していない

 →ご契約のサービスによっては、事前に開通手続きが必要な場合があります。この場合は、APN
情報の設定を行っても 5G/4G/3G 接続ができません。  
開通手続きにあたっては、本商品とは別の通信手段や端末が必要となる場合がありますので、ご
契約の通信事業者に確認してください。

	●ネットワーク接続に失敗する
 →表⽰される電波受信レベルを確認して、電波状態の良い場所に移動してください。

	●本商品のディスプレイに［	 	］が表示されている
 → 5G/4G/3G サービスエリア内に移動してください。
 →電源ボタンを⻑押しし、ディスプレイに「電源オプション」が表⽰されたら電源ボタンを放し、［電
源 OFF］を選択し、決定して電源を OFF にします。10 秒ほど待ってから、再度ディスプレイ
に「NEC」と表⽰されるまで電源ボタンを⻑押しして電源を ON にしてください。

	●本商品のディスプレイに［5G］、［4G」または［3G］が表示されない
 → APN（接続先）など接続に必要な設定を間違えていたり、APN 設定の選択を間違えている可能
性があります。設定内容を確認し、間違っていたら設定を変更してください。
• 通信事業者に設定内容を確認し、間違っていたら設定を修正してください。

	●本商品ディスプレイに「4G接続エラー」などと表示されている。
 → APN（接続先）など接続に必要な設定を再確認してください。それでも表⽰されるときは、
5G/4G/3G 回線の状態が良くない場合があります。ご契約の通信事業者へお問い合わせくださ
い。

	■うまく動作しない場合は
	●画面が動かない、電源が切れない

 →画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合は、ディスプレイの表⽰が消えるま
で	 	を長押し（約9秒）すると、強制的に電源を切ることできます。強制的に電源を切るため、
設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

以上で、設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、 ユーザーズマニュアルを参照して
ください。

海外でのご利用について
本商品は国内向けの製品です。海外渡航時は国際ローミング機能を有効にすることでご利用できます。な
お、海外でのご利用時は、以下のように自動的に機能が制限されます。
・モバイルネットワークの5G通信は使用できません。
・5G/4Gオート接続機能は使用できません。
・Wi-Fi	5GHz帯は使用できません。
・Wi-Fi	2.4GHz帯は1ch-11chのみ使用できます。
※ すべての国や地域での接続を保証するものではありません。  

詳細は、ユーザーズマニュアル ユーザーズマニュアル  および別紙「お問い合わせ・アフターサービス」記載のサポートペー
ジを参照ください。

nanoSIMカードを取り付ける
1	本商品側面のSIMカバーを開ける

※ 矢印側のミゾに爪などをかけて外します。

SIM カバー

2	 nanoSIM カードの IC 面（金属面）を上にして、nanoSIM カードスロットにまっす
ぐに差し込み、カチッと音がするまで指先などで押し込む
※ 切り欠きの方向にご注意ください。
※ nanoSIM カードが正しく取り付けられているか

ご確認ください。
※ nanoSIM カードスロットに金属物を差し込まな

いでください。

nanoSIM カードスロット

切り欠き部

IC 面（金属）面

3	SIMカバーを閉じる
※ nanoSIM カードを取り外すときは、nanoSIM カードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込み、音が

したら、nanoSIM カードに指を添えながらゆっくり引き抜いてください。取り外した nanoSIM カードは
なくさないようにご注意ください。

充電する
本商品の内蔵電池は、ご利用開始時の状態では十分に充電されていません。はじめてご使用になると
きは、必ず充電してからお使いください。

1	AC アダプタの USB	Type-C	
コネクタを本商品のUSBポー
トに、電源プラグを電源コンセ
ントに差し込みます。

電源プラグ USB Type-C コネクタ

100V AC コンセントへ

USB ポート

※ AC アダプタおよび USB ケーブルは、必ず当社指定のものをお使いください。
※ 内蔵電池の保護のため、低温または高温になったら充電を停止することがあります。
※ 本商品の充電は、電源 OFF および休止状態中に行ってください。  

満充電後の使用で、電池残量が約 70％以上のときは、充電を再開しない場合があります。

電源を入れよう
1	本商品の を押し続けて、ディスプレイに
「NEC」と表示されたら放す

電源を切る場合は を長押しし、表示された電源オ
プション画面で、［電源OFF］を選択します。

2	言語選択で［日本語］を選択する
※ 「言語選択」は、ご利用開始時および初期化後、最初に電源を入れたときに表⽰され

ます。

3	「自動バージョンアップ機能に関する許諾について」で下まで内容を
読み、［OK］を選択する

4	「設定ウィザードを開始しますか？」と表示される
※ 続けて Wi-Fi 接続する場合は、「はい」を選択し、STEP2 へ
※ 本商品に有線接続する場合は、「いいえ」を選択し、STEP3 へ
※ 「設定ウィザード」は、ご利用開始時および初期化後、最初に電源を入れたときに起

動します。

手順4で「いいえ」を選択したときに、「クイック設定
Webにアクセスして初期設定を完了させてください。」画面
が表示されたときは、「OK」を選択してください。（STEP 
4参照）

（ｂ）手動でWi-Fi 接続する

スマートフォン／タブレット端末の場合

※ 以下は iOS 端末を主な例に説明しています。機種・
バージョンにより異なる場合があります。

1	ホーム画面などから［設定］をタップ
する

2	［Wi-Fi］をタップする
3	「Wi-Fi」をオンにして、本商品のネッ
トワーク名（SSID）と同じ名前をタッ
プする

＜暗号化キーを変更した場合＞
※ iOS 端末で、「パスワードが違います」と表⽰

された場合は、［OK］をタップします。
※ Android 端末で、手順 3 で接続した本商品の

ネットワーク名（SSID）をタップしても手
順 4 に進まない（「パスワード」の入力画面が
表⽰されない）場合は、同じネットワーク名

（SSID）をロングタップし、「変更」または「ネッ
トワークを変更」を選択して、手順 4 に進み
ます。

4	「パスワード」に、本商品の暗号化キー
を入力し、「Join」（または「接続」）を
タップする
※ 暗号化キーを変更した場合は、変更した新しい

暗号化キーを入力してください。

5	ステータスバーに下記のアイコンが表
示されることを確認する

iOS 端末の一例 Android 端末の一例

以上でWi-Fi	接続の設定は終了です。

無線 LAN	内蔵パソコンの場合
（Windows	11/10の場合）

※自作のパソコンはサポート外となります。

1	パソコンの無線（ワイヤレス）機能を
有効にする
※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照

してください。

2	通知領域（タスクトレイ）にあるネッ
トワークアイコンをクリックする

Windows 11/10 の例

3	ネットワークアイコンをクリックし、
Wi-Fi アイコンの右にある「＞」をクリッ
クする

4	ネットワークの一覧の中から、本商品
のネットワーク名（SSID）をクリック
し、［接続］をクリックする

＜暗号化キーを変更後、接続に失敗した場合＞
※ 下記の手順で、一度接続した際に保存されてい

たネットワーク設定を削除してから、手順 2 に
戻って接続し直してください。
＜	Windows	11の場合＞
①  通知領域（タスクトレイ）にあるネットワー

クアイコンを右クリックする
②  「ネットワークとインターネット」－「Wi-Fi」－

「既知のネットワークの管理」をクリックする
③  接続するネットワーク名（SSID）をクリッ

クし、［削除］をクリックする
＜Windows	10の場合＞
①  通知領域（タスクトレイ）にあるネットワー

クアイコンをクリックする
②  「ネットワークとインターネットの設定」－

「Wi-Fi」－「既知のネットワークの管理」を
クリックする

③  接続するネットワーク名（SSID）をクリッ
クし、［削除］をクリックする

5	本商品の暗号化キーを入力して［次へ］
をクリックする
※ 暗号化キーを変更した場合は、変更した新しい

暗号化キーを入力してください。

以上でWi-Fi	接続の設定は終了です。

ご利用開始時の本商品に、ご利用の子機からWi-Fi	接続します。本商品のネットワーク名（SSID）お
よび暗号化キーをご利用の子機に設定してください。
詳細なWi-Fi	接続方法は、子機の取扱説明書などを参照してください。
以下は設定ウィザードでのWi-Fi	接続方法です。
「はい」を選択 「次へ」を選択

「QRコード」を選択の場合、（ａ）へ

「手動入力」を選択の場合、（ｂ）へ

設定ウィザードは、ホーム画面－「クイックメニュー」－「詳細設定」－「簡単Wi-Fi	接続」－「設定ウィザード」で
やり直すことができます。

（ａ）QRコードでWi-Fi 接続する

本商品のディスプレイに表示されるQRコードを読み取ることでWi-Fi	接続することができます。
※ スマートフォン／タブレット端末によっては、標準カメラなどが QR コードによる Wi-Fi 接続に対応していない

場合があります。その場合は、［戻る］を押し、上記「手動入力」を選択してください。

1	スマートフォン／タブレット端末のカメラビューで、本
商品ディスプレイからWi-Fi	QRコードを読み取る
※ カメラビュー内の読み取り範囲内に QR コードを表⽰させてくださ

い。自動的に QR コードを読み取ります。 SAMPLE

2	Wi-Fi の設定内容が表示されたら、［接続］をタップする
3	ステータスバーに右記のアイコンが表示されることを確認する

※ 本商品ディスプレイの設定ウィザードは終了してください。
Android 端末の一例

◆	 本商品のディスプレイに	 	が表示され、	 	 	または	 	と表示されている場合、本商品の
設定は完了です。表示されない場合、トラブルシューティングの「インターネットに接続で
きない場合は」を参照してください。

◆	 本商品に接続した子機から外部のURL	にアクセスできることを確認してください。
※ 本商品に Wi-Fi 接続している場合、本商品のディスプレイの  が  になっていることを確認してください。
※ 接続台数が数字で表⽰されます。
※ 本商品に USB 接続している場合、本商品のディスプレイに  が表⽰されていることを確認してください。

	 例：https://www.necplatforms.co.jp/
◆	 本商品のディスプレイに「APN設定を確認してください」と表示されている場合、以下の
接続先設定を行います。

＜APNを手動で設定するには＞
1	本商品に接続した子機（パソコン、スマートフォンなど）のWWWブラウザを起
動し、本商品のクイック設定Webを開く（STEP4の手順1参照）

以降は、スマートフォンの手順例です。
2	「ネットワーク設定」－「接続先設定（5G/4G/3G）」をタップする
3	手動設定用の接続先一覧から１つを選択して「編集」をタップする
4	プロファイル設定画面でご契約されている通信事業者のAPNなどの設定情報を入
力し、［設定］をタップする

•	通信事業者が指定した書類や nanoSIMカードのケースなどに記載のAPN情報を準備してくだ
さい。
•	APNには、「スペース」、「"」、「&」、「,」、「:」、「;」、「<」、「>」、「¥」は使用できません。

5	［前のページへ戻る］をタップして、設定した接続先の [ 国内設定 ] にチェックを
入れる

6	 [ 設定 ] をタップする

クイック設定Webで初期設定する
セキュリティ強化のため、ご利用開始時の初期パスワード（管理者パスワードと暗号化キー）は変更
してください。
　管理者パスワード：クイック設定Webへログインするときに入力を要求されるパスワード
　暗号化キー（パスワード）：Wi-Fi接続するとき使用するパスワード

•	クイック設定Webとは、WWWブラウザ上で、本商品の設定変更などを行う設定画面です。
•	初期パスワードを変更しないと、電源OFF/ONや再起動、および休止 /復帰の起動後に本商品のディ
スプレイに「クイック設定Webにアクセスして初期設定を完了させてください。」画面が表示され
ます。
•	変更後の管理者パスワードと暗号化キー（パスワード）は、忘れないように控えておいてください。

1	クイック設定Webを起動する
①  STEP2 で本商品に接続した子機（パソコン、スマートフォンなど）の WWW ブラウザを起動

します。
※ 本商品（aterm-xxxxxx）に正しく接続されていることを確認してください。

② WWW ブラウザのアドレス欄に下記を入力し、起動してください。
　　　　　　http://aterm.me/

※ 「aterm.me」部分を、  
本商品の IP アドレス（ご利用開始時は 192.168.179.1）  
にして起動することもできます。

管理者パスワード

タップまたはクリック

③  ログイン画面で「パスワード」に管理者パスワードを入力し、［ロ
グイン］をタップまたはクリックします。
※ 管理者パスワードの初期値（Web PW）は、ホーム画面から  また

は  で「情報」－「端末情報」－「クイック設定 Web」を選択し、
確認します。

※ 管理者パスワードを変更後にログインするときは、変更した新しい管理
者パスワードを入力します。

以降はスマートフォンの手順例です。
2	管理者パスワードを変更する

「初期パスワード」欄に手順 1 でログインした初期値の管理者パ
スワードを入力し、「新しいパスワード」「新しいパスワード再入
力」欄に新しい管理者パスワード（※）を入力し、［変更］をタッ
プします。
※ 半角英数字、-（ハイフン）、_（アンダースコア）を使用して 8 文字以

上 64 文字以内で入力してください。

タップ
新しい管理者パスワード控え欄

3	暗号化キー（パスワード）を変更する
「WPA 暗号化キー（PSK）」欄に新しい暗号化キー（パスワード）
を入力し、［変更］をタップします。
※ 英数記号 (0 ～ 9、a ～ z、A ～ Z、記号 ) で 8 ～ 63 桁を入力してく

ださい。

タップ

新しい暗号化キー（パスワード）控え欄

4	Wi-Fi 接続が切断されるので、STEP2を参照して、Wi-Fi 接続し直す
※ 手動接続するときは、手順 3 で変更した新しい暗号化キー（パスワード）を使用してください。

ホ ー ム 画 面 で、 	ま た
は	 	を押すと表示されます。

＜ホーム（メニュー表示）画面＞

本商品の設定中などに表示
されます。

＜設定メッセージ表示＞

＜メニュー画面＞

休止状態のときに表示され
ます。

＜休止状態表示＞

＜ホーム画面＞

データ
通信量

ステータス
アイコン

状態メッセージ
表示

① ② ④③ ⑤⑥⑦ ⑧ ⑨

ホーム画面に戻る
場合は、 を長
押しし、表示された
電源オプション画面
で、［ホームへ］を選
択します。

名称 表示 状態 説明

①		電波受信レベル	
（モバイルネット
ワーク）

点灯 モバイルネットワーク回線の信号の強度を4段階で表示

点灯 圏外のとき

消灯 5G/4G/3G機能が無効のとき

②		ネットワーク回線 － 点灯 接続しているモバイルネットワーク回線の通信事業者名を表示

③	通信方式 点灯 5Gで接続しているとき
通信時は

送信時	受信時
（緑色）	（赤色）

表示

点灯 4Gで接続しているとき

点灯 3Gで接続しているとき

点灯 ブリッジモードを設定しているとき

点灯 ECOモードを設定しているとき

④		国際ローミング	 	
状態 点灯 国際ローミングが設定されている、かつ、海外のモバイルネット

ワークに接続中のとき

⑤		公衆無線 LAN
（Wi-Fi スポット）
状態

点灯 公衆無線 LANに接続時の電波受信レベルを4段階で表示

消灯 公衆無線 LANに接続していないとき（圏外、無効時を含む）

⑥		お知らせ受信	 	
状態

点灯 お知らせが存在しているとき

消灯 お知らせが存在していないとき、またはすべて既読しているとき

⑦		有線接続の状態 点灯 USBで接続しているとき

点灯 クレードルを利用して LANケーブルで接続しているとき

⑧		Wi-Fi の状態 点灯 2.4GHz 帯で接続しているとき　（右下の数字は接続台数）

点灯 5GHz 帯（屋外）で接続しているとき　（右下の数字は接続台数）

点灯 5GHz 帯（屋内）で接続しているとき　（右下の数字は接続台数）

点灯 Wi-Fi 周波数が2.4G/5GHz 帯同時（屋外）で接続しているとき
（右下の数字は接続台数）

点灯 Wi-Fi 周波数が2.4G/5GHz 帯同時（屋内）で接続しているとき
（右下の数字は接続台数）

⑨	電池状態 点灯 電池残量を6段階で表示

点灯 充電中

点灯 据え置き電池保護機能が有効に設定されているとき
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取扱説明書

本書は、読んだあとも大切に保管してください。 技術基準適合認証品

★本書では無線 LAN 端末（スマートフォンなど）を子機と呼びます。

接続・設定するときにお読みください



■	Aterm	は、日本電気株式会社の登録商標です。　■	Wi-Fi、Wi-Fi	Alliance	およびWPA3	は、Wi-Fi	Alliance	の商標または登録商標です。　■	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。
■	Microsoft	Edge	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。　■	Google	Chrome、Android	は、Google	LLC	の商標または登録商標です。　■	Oracle	と Java	は、Oracle	Corporation	およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。　■	Bluetooth は、Bluetooth	
SIG,	Inc.	の登録商標です。■「QR	コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。　■その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。
©NEC	Platforms,	Ltd.	2022　NECプラットフォームズ株式会社の許可なく複製・改版、および複製物を配布することはできません。

内蔵電池のご利用上の注意
	●内蔵電池の寿命は、お客様のご利用環境により変わります。いざという場合に備えて、早めの交換をお勧めします。
	●本商品の内蔵電池は、お客様ご自身では交換できません。交換については、別紙『お問い合わせ・アフターサービス』記載のサポートペー
ジをご確認ください。
	●内蔵電池は消耗品です。満充電時でも、約1時間しか使用できなくなった場合は、内蔵電池の寿命が考えられます。
	●本商品を保管される場合は、内蔵電池の性能や寿命を低下させないために、次の点にご注意ください。
•	 電池残量が十分にある状態で充電を繰り返すと劣化が早くなります。
•	 満充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管はしないでください。
•	 電池残量なしの状態（本体の電源が入らない程度消費している状態）での保管はしないでください。
•	 落とさないでください。強い衝撃を与えると、激しく劣化したり、故障の原因となります。
•	 高温になる場所に置かないでください。長期間保管する場合は、涼しい場所に置いてください。
	●電池保護のため、高温になったら充電を停止することがあります。

取り扱い上のご注意
	●本商品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）
が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
	●本商品の温度上昇や電池残量の低下などにより、ディスプレイの輝度が落ちる場合があります。
	●本商品で使用しているディスプレイは、同じ画面を長く表示し続けたり、極端に長く使用したりすると部分的にディスプレイの照度が落ち
ますが、これらはディスプレイの特性によるもので故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

ご注意
（1）	 本書の内容の一部または全部を無断転載･無断複写することは禁止されています。
（2）	 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
（3）	 	本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り･記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡

ください。
（4）	 	本商品の故障・誤動作・天災・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。
（5）	 	セキュリティ対策をほどこさず、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一切負いかねますのであらかじめご了承ください。
（6）	 	せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態（例えば落雷や漏電など）により故障してしまっては能力を発揮できません。取扱説明

書をよくお読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意
無線 LAN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ン等と本商品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、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関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。

	●通信内容を盗み見られる	 	
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、	 	
	 ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報	 	
	 メールの内容	 	
等の通信内容を盗み見られる可能性があります。
	●不正に侵入される		
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、	 	
	 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）	 	
	 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）	 	
	 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）		
	 コンピュータウィルス等を流しデータやシステムを破壊する（破壊）	 	
等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN 製品は、セキュリティに関する仕組みを持っていますので、その設定を行って製品を使用することで、上記問題が発生す
る可能性は少なくなります。
セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を
行い、製品を使用することをお奨めします。
セキュリティ対策をほどこさず、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一切負いかねますのであらかじめご了承ください。
なお、無線 LANをより安全にお使いいただくために、本商品の暗号化キーは初期値から変更してください。変更は、クイック設定Web
で行います。暗号化キーは「Wi-Fi 設定」の画面で変更してください。

自動バージョンアップ機能に関する許諾について
	●自動バージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに更新があった場合に、インターネットを介して自動でバージョンアップする機能です。
本機能に関して許諾いただけない場合は、機能を無効にすることができます。	 	
なお、本機能は、クイック設定Webから下記のように設定することができます。（☛	表面 STEP4の手順 1 ）	 	
　　【更新があったら、すべてバージョンアップする場合】（工場出荷時の設定）	 	
　　　　「メンテナンスバージョンアップ機能」	：	ON	 	
　　　　「時刻指定バージョンアップ機能」	：	ON（更新時刻　1:00）	 	
　　【重要な更新のみバージョンアップする場合】	 	
　　　　「メンテナンスバージョンアップ機能」	：	ON	 	
　　　　「時刻指定バージョンアップ機能」	：	OFF
※ 「メンテナンスバージョンアップ機能」はクイック設定 Web の「詳細設定」－「その他の設定」画面、「時刻指定バージョンアップ機能」

はクイック設定 Web の「メンテナンス」－「ファームウェア更新」画面にて設定できます。
※ 「時刻指定バージョンアップ機能」では、自動的にソフトウェアを更新し、機能追加 / 変更を行います。意図しない機能追加 / 変更の更

新を行いたくない場合は、「時刻指定バージョンアップ機能」を「OFF」（重要な更新のみバージョンアップする）に変更することもできます。
※ 自動バージョンアップ機能が実施されると、再度の設定や操作が必要となる場合があります。
※ 「重要な更新」とは、NEC プラットフォームズ株式会社（以下「当社」とします。）が本商品の機能を提供するうえでソフトウェアのバー

ジョンアップが必須と判断した場合（例えばセキュリティ上の不具合を改善するソフトウェアの更新など）を⽰します。重要な更新があ
る場合は、事前に当社ホームページの「製品に関する重要なお知らせ」にてご案内します。

　自動バージョンアップ機能が実施されると、本商品が再起動するため、それまで接続していた通信が切断されます。また、従量制課金契
約の場合、ソフトウェアダウンロードによる通信費用や、パケット通信量超過による速度制限が発生する場合があります。発生した通信
費用はお客様ご負担となります。	 	
本機能では、本商品に関する機器情報・ネットワーク情報を当社が運用するサーバへ通知します。これらの情報（※）は、本機能の実現
と製品の品質改善・機能向上、製品企画のために利用します。なお、お客様の利用環境におけるセキュリティや利便性の向上を図ること

を目的に第三者に提供する場合があります。また、これらの情報は、当社の取り扱い手続きに則り、適切な管理を行います。当社が第三
者と連携して本機能を利用する場合につきましても、当社の取り扱い手続き同様に適切な管理を実施します。	 	
（※）サーバへ通知される情報には、以下が含まれます。詳細は、 ユーザーズマニュアル を参照してください。	 	
　　　・本商品の機器情報（製造番号、MAC	アドレスなど）	 ・ネットワーク状態（IP	アドレスなど）	 	
　　　・稼働状況（稼働時間など）	 ・通信利用状況（動作モードなど）	 	
本機能は、工場出荷時に有効（「ON」）になっています。本機能に関して許諾いただけない場合は、クイック設定Webで機能を無効（「OFF」）
にしてください。（「メンテナンスバージョンアップ機能」を「OFF」にすると、「時刻指定バージョンアップ機能」も自動的に「OFF」とな
ります。）ただし、本機能を無効にした場合、重要なソフトウェアの更新（例えばセキュリティ上の不具合を改善する更新など）であっても、
自動的にバージョンアップは行いません。必ず、お客様が「手動」でバージョンアップを行ってください。

＜ファームウェアのバージョンアップ手順＞
1.	クイック設定Webを起動する（☛	表面 STEP4の手順 1 ）
2.	ホーム画面の「メンテナンス」－「ファームウェア更新」をクリックする
3.	「ファームウェア更新」の［確認 / 更新］をクリックし、［最新バージョンへ更新］をクリックする
4.	「ファームウェア更新を行ったあと、再起動を行います。よろしいですか？」の画面が表示されたら、内容をよく読んで［OK］をクリックする
5.	「ファームウェア更新中です。しばらくお待ちください。...」と表示されるので、そのまましばらく待つ

電波に関する注意事項
	●本商品は、技術基準適合証明を受けています。
	● IEEE802.11ax（5GHz 帯）、IEEE802.11ac、IEEE802.11n（5GHz 帯）、IEEE802.11a 通信利用時は、5GHz 帯の電波を使用して
おります。5.2GHz 帯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。（5.2GHz 帯高出力データ通信システムのアクセスポイ
ント／陸上移動中継局と通信する場合を除く。）
	●5GHz 帯で使用するチャネルは36,	40,	44,	48ch（W52）と100,	104,	108,	112,	116,	120,	124,	128,	132,	136,	140,	
144ch（W56）です。52,	56,	60,	64ch（W53）のチャネルは使用できません。また、従来の IEEE802.11aで使用の 34,	38,	
42,	46ch（J52）の装置と IEEE802.11aモードでの通信はできません。

•		W52（5.2GHz	帯 /36,	40,	44,	48ch）
•		W56（5.6GHz	帯 /100,	104,	108,	112,	116,	120,	124,	128,	132,	136,	140,	144ch）が利用できます。

5GHz	帯で接続する子機は、以下の表示があるものを推奨します。
•		W52（5.2GHz	帯 /36,	40,	44,	48ch）
•		W56（5.6GHz	帯 /100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,	144ch）
※		本商品は、5GHz	帯	Wi-Fi	利用上の注意事項をディスプレイで電子的に表示しています。	 	
表示の操作方法：	ホーム画面から［情報］－［認証情報］の順にボタンを押して表示

	●W56（100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch）は、法令により次のような制限事項があります。
・		各チャネルの通信開始前に、1分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えません。
・		通信中にレーダー波を検出した場合は、自動的にチャネルを変更しますので通信が中断されることがあります。なお、チャネルを変更
する際の通知は、ディスプレイに表示されません。
	● IEEE802.11ax（2.4GHz 帯）、IEEE802.11n（2.4GHz 帯）、IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時および Bluetooth 機能を用
いたリモート起動有効時の休止状態では、2.4GHz	帯域の電波を使用しており、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。
（1）		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。
（2）		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（IEEE802.11ax
（2.4GHz 帯）、IEEE802.11n（2.4GHz 帯）、IEEE802.11b、IEEE802.11g 通信利用時のみ）、使用場所を変えるか、または
機器を電源OFF（電波の発射を停止）にしてください。

（3）		その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、別紙『お問い合わせ・アフターサービス』記載のお客様相談
窓口にご連絡ください。

	●すべてのBluetooth 機器との接続を保証するものではありません。
	● IEEE802.11ax（2.4GHz 帯）、IEEE802.11n（2.4GHz 帯）、IEEE802.11g、IEEE802.11b 通信利用時は、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。また、Bluetooth 使用時は移動体識別装置の帯域を回避不可能です。変調方式として FH-SS 変調とその
他変調方式を採用し、与干渉距離は80m以下です。

2.4DS4/OF4/FH4/XX8
IEEE802.11b/g/n/ax

2.4 : 2.4GHz 帯を使用する無線設備を⽰す
DS4 : DS-SS 方式で想定される干渉距離が 40m 以下であることを⽰す
OF4 : OFDM 方式で想定される干渉距離が 40m 以下であることを⽰す
FH4 : FH-SS 方式で想定される干渉距離が 40m 以下であることを⽰す
XX8 : その他方式で想定される干渉距離が 80m 以下であることを⽰す
■■■ : 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可能であることを意味する

	●本商品を	2.4GHz	帯で使用し、チャネル設定を手動で行う場合は、一般社団法人電波産業会のARIB	規格により下記内容が推奨され
ています。	 	
「この機器を2.4GHz	帯で運用する場合、干渉低減や周波数利用効率向上のため、チャネル設定とし、CH1,	CH6,	CH11	のいずれか
にすることを推奨します。」	 	
ただし、無線 LAN以外のシステムとの干渉を避けるために、推奨の1,	6,	11ch	以外を使用しなければならない場合はこの限りではあ
りません。（使用チャネルの設定方法は、ユーザーズマニュアル を参照してください。）

データ通信端末の比吸収率（SAR）について
この機種MR51FNは、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。
このデータ通信端末は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準（※）ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の
許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会
（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific	
Absorption	Rate）で定めており､ 本データ通信端末に対するSARの許容値は2.0W/kgです。このデータ通信端末を本取扱説明書に
記述する通常使用の場合のSARの最大値は0.889W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、い
ずれも許容値を満足しています。
データ通信端末は、携帯電話等基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信している状態では、
通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、データ通信端末の出力は小さくなります。
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。このことにより、本データ通信端末
が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。
世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20 年以上にわたって多数の研究が行
われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。
さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページを参照してください。
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページを参照してください。
総務省のホームページ
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
一般社団法人　電波産業会のホームページ
https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html
NECプラットフォームズ（株）のホームページ　
https://www.aterm.jp/mobile/info/mr51fn/index.html
※	技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14	条の２）で規定されています。

電波障害自主規制について

	●本装置は、VCCI	協会の運用規程に基づく技術基準に適合したマークをディスプレイに電子的に表示しています。
　表示の操作方法：	ホーム画面から［情報］－［認証情報］の順にボタンを押して表示

本商品で使用しているソフトウェアについて
本商品には、GNU	General	Public	License（GPL）またはGNU	Lesser	General	Public	License（LGPL）に基づきライセンスされ
るソフトウェアが含まれています。お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、GPLまたは LGPLにしたがい、複製、頒布およ
び改変することができます。詳細は ユーザーズマニュアル を参照してください。

リチウム系電池輸送規制について
本商品は、リチウムイオン電池を使用しています。本商品を輸送する場合は、輸送会社に「リチウムイオン電池を含んだ内容物」であるこ
とを伝えて、輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。法令に基づく表示等を行わないで、空輸、海上輸送を行いますと、航空法、
並びに船舶安全法に抵触し、罰せられることがあります。

FCC Notice
This	device	complies	with	part	15	of	the	FCC	Rules.	Operation	is	subject	to	the	following	two	conditions:	(1)	This	device	
may	not	cause	harmful	interference,	and	(2)	this	device	must	accept	any	interference	received,	including	interference	
that	may	cause	undesired	operation.
•	 FCC	ID	Location	 	
The	device	is	electronically	labeled	and	the	FCC	ID	can	be	displayed	in	the	Legal	Information.	 	
Display	procedure:	From	the	home	screen	,	press	the	button	in	the	order	of	[Information]	-	[Legal	Information]	to	display.

輸出する際の注意事項
本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポートなどは行っておりません。
本製品の輸出および再輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法等をご確認
の上、必要な手続きをお取りください。
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。
ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、本製品の入手元にご相談ください。

リサイクル・廃棄方法について
本商品をリサイクル・廃棄するときは、電池の取り外しはお客様自身では行わず、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。
詳しくは、各地方自治体にお問い合わせ願います。なお、本商品に接続した端末の情報や、ご利用開始時の状態から変更した無線の暗号
化キーなどの情報が、第三者に漏洩しないよう、本商品を初期化してから廃棄することをお勧めします。（故障等で初期化ができない場合
を除く）

高調波電流抑制対策について

高調波電流規格	JIS	C	61000-3-2	適合品
※消費電力 75W 以下のため適合

濡れた状態での充電は、異
常発熱などの原因となり
大変危険です。

衝撃や過度な外圧を加えると、電池の
破損・変形等により発煙・発火等の原因
となり大変危険です。

ご利用上の注意
ACアダプタやUSBケーブルを接続したまま本体にケーブルを巻きつけないでください。
プラグ部分に無理な力が加わり続けた場合、故障の原因となることがあります。

安全にお使いいただくために必ずお読みください
ここでは、あなたや他の人々への危害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。その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。

本書中のマーク説明

 危　険 ：	 	人が死亡する、または重傷（※1）を負う危険が切迫して生じることが想
定される内容を示しています。

 警　告 ：	 	人が死亡する、または重傷（※1）を負う可能性が想定される内容を示
しています。

 注　意 ：	 	人が軽傷（※2）を負う可能性が想定される内容、および物的損害（※3）
のみの発生が想定される内容を示しています。

（※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や⻑期の通院を要するものをさしています。
（※ 2）  軽傷：治療に入院や⻑期の通院を要さないけが、やけど、感電などをさしています。
（※ 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さしています。

サポート案内は「お問い合わせ・アフターサービス」や「お問い合わせ情報」と記載され
ている場合があります。

本体、内蔵電池、AC アダプタ、nanoSIM カード、USB ケーブル共通

 危　険
	● 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。
	● 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。
	● 砂や土、泥を掛けたり、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。
	● 水などの液体（飲み物、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電、使用、
保管、放置しないでください。
また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電、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。
	● 本商品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポケットに
入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでください。
内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
※ご注意いただきたい例
• ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
• 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
• ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
• 電車やバスなどの座席シートに挟み込む
	● 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。
改造し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。
本商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」が本商品のディスプレイで確認
できるようになっております。
≪確認方法≫ ホーム画面から［情報］－［認証情報］の順にボタンを押して表⽰
本商品本体のネジを外すなど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、絶対に使用しないでください。
	● 本商品の内蔵電池や背面のカバーを取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
	● 水などの液体（飲み物、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。
	● 本商品のUSBポートや、nanoSIMカードスロット、USBケーブルやACアダプタの
端子に水などの液体（飲み物、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。
	● ACアダプタ、USBケーブルや、オプション品は、必ずNECプラットフォームズ株式会
社（以下「当社」とします。）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。
	● 本商品に添付のACアダプタ、USBケーブルは、他の製品に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る場合があります。

 警　告
	● 落とす、踏みつける、乗る、重いものを乗せる、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。
	● 本商品のUSBポートや、nsnoSIMカードスロット、USBケーブルやACアダプタの
端子に導電性異物（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。誤って内部に異物が入ったときは、本商品の電源を
切り、別紙『お問い合わせ・アフターサービス』記載のお客様相談窓口にご連絡ください。
	● 使用中や充電中に、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。
	● 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	● 可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必
ず事前に本商品の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
	● 本商品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したスプ
レーを使用しないでください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
	● ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。
また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。
	● 使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみら
れた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
• ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く
• USBケーブルを接続機器から抜く
• 本商品の電源を切る
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。別紙『お問い合わせ・アフター
サービス』記載のお客様相談窓口にご連絡ください。

	● 本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さ
な金属類を置かないでください。また、屋外で使用する場合、本商品がぬれないように
ご注意ください。
水や液体が中に入った場合、火災、感電、故障の原因となることがあります。

 注　意
	● 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。
	● 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。
	● 本商品の上にものを置いたり、重ね置きしないでください。また、風通しの悪い場所に
置かないでください。
内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
※ご注意いただきたい例
• 収納棚や本棚、箱などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
• じゅうたんや布団の上に置く
• テーブルクロスなどを掛ける
	● 湿気やほこりの多い場所や高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。
	● 車両の運転中に本商品を操作しないでください。
交通事故の原因となりますので、車両を安全な場所に止めてからご使用ください。
	● 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。
誤飲、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。
誤飲、けが、感電などの原因となります。
	● 本商品を継続して使用される場合や充電中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、服のポケットに入れたり、眠ってしまうなどして、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、継続しての使用や充電中は、本商品や内蔵電池・ACアダプタなど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、低温やけどなどの原因となります。
	● 取扱説明書にしたがって接続してください。
間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。
	● クレジットカードなどを本商品に近づけないでください。
磁気カードのデータが消える恐れがあります。

本体について

 危　険
	● 火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
発火により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	● 鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたり
するなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
	● 本商品内部の物質が目や口などの中に入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直
ちに医師の診療を受けてください。
本商品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

 警　告
	● 本商品は業務用ではなく家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わ
る医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器や電算機シス
テムなど）では使用しないでください。本商品に不具合が発生した場合、社会的に大き
な混乱が発生する恐れがあります。
	● 本商品のUSB	ポートやnanoSIM	カードスロットに水などの液体（飲み物、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、
nanoSIM	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。誤って内部に異物が入ったときは、本商品の電源を
切り、別紙『お問い合わせ・アフターサービス』記載のお客様相談窓口にご連絡ください。
	● 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社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、本商品の電源を切ってください。
電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
	● 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、本商品の電源を切ってください。
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。
	● 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上ご使用ください。
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。
	● 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。
	● 本商品は、無人運用による遠隔監視や防犯を目的とした商品ではありません。
本目的でのご使用中に、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、当社ではいかなる責任も
負いかねます。ご了承ください。
	● ディスプレイ部を破損した際には、割れた部分や露出した本商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。
	● 内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけ
てください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
	● ペットなどが本商品に噛みつかないようご注意ください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
	● 危険防止のため保護機構が組み込まれています。保護機構に損傷を与える可能性のあ
る静電気が発生する場所で使用しないでください。
保護機構が壊れ発熱、破裂、発火の原因となる恐れがあります。

 注　意
	● ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつ
けないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流
してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
	● 内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

	● 自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響につい
てご確認の上ご使用ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに
使用を中止してください。
	● 本商品の使用により、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。
お客さま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。
	● ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。
	● ディスプレイにものを当てたり、強い力でこすったり、とがったものや硬いもので突かな
いでください。
けがや故障の原因となります。
	● ディスプレイに砂埃やゴミなどをつけないように注意してください。
ついた場合は、やわらかい乾いた布などできれいにふき取ってください。そのままご使用されますと、
ディスプレイに傷がつく場合があります。
	● お客様ご自身で本商品に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくだ
さるようお願いします。
万が一、登録された情報内容が消失してしまうようなことがあっても、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。

AC アダプタ／ USB ケーブルについて

 警　告
	● ACアダプタのコードやUSB	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。
	● 雷が鳴り出したら、ACアダプタやUSB	ケーブルには触れないでください。
感電などの原因となります。
	● コンセントにつないだ状態で接続端子をショートさせないでください。また、手や指な
ど、身体の一部が接続端子に触れないようにしてください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
	● ACアダプタのコードやUSB	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。
火災、やけど、感電などの原因となります。
	● コンセントにAC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。
	● AC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。
	● 本商品にACアダプタやUSBケーブルを接続した状態で、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。
	● ぬれた手でACアダプタのコードや電源プラグ、USBケーブル、接続端子に触れない
でください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
	● 指定の電源、電圧で使用してください。
当社指定のACアダプタ仕様は、100V ～ 240V AC　50 / 60Hz　です。
接続先コンセントの電源、電圧を確認し、家庭用交流コンセントのみに接続してください。
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アダプタの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。
	● ACアダプタの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アダプタの電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのコードを引っ張
るなど無理な力を加えず、ACアダプタ本体を持って抜いてください。
ACアダプタの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。
	● 本商品にACアダプタやUSB	ケーブル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。
	● 接続端子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。
接続端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
	● 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。
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。
	● 水などの液体（飲み物、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、安全に注意し、
次の作業を行ってください。
• ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く
• USBケーブルを接続機器から抜く
• 本商品の電源を切る
上記の作業を行わないと、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。
別紙『お問い合わせ・アフターサービス』記載のお客様相談窓口にご連絡ください。
	● お手入れの際は、ACアダプタの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。
	● ACアダプタは、たこ足配線で使用しないでください。
たこ足配線にするとテーブルタップなどが過熱、劣化し、火災の原因となります。
	● 当社指定のACアダプタは屋内専用ですので、屋外で使用しないでください。
雨水などがかかったり、ほこりなどの混入による、感電、故障の原因となります。
	● ACアダプタをコンセントに差し込んだ状態で、ACアダプタに強い衝撃や無理な力を
与えたり、ねじったりしないで、まっすぐ抜き差ししてください。

	 特に、回転式の抜け止め型コンセントへ抜き差しする場合には、無理な力をかけないよ
うに注意してください。ACアダプタが割れたり、壊れたりする場合があり、火災、感電、
故障の原因となります。

 注　意
	● コンセントにつないだ状態でAC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。
	● 移動させる場合は、ACアダプタをコンセントから抜き、外部の接続線を外したことを
確認のうえ、行ってください。
コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。
	● 充電温度範囲は、0℃～	35℃です。この温度範囲以外での充電は内蔵電池を発熱、破
損させる原因になる恐れがあります。
	● ACアダプタのコードやUSBケーブルの両端の根元を強く引っ張ったり、曲げたり、コー
ドを機器に巻きつけたりしないでください。

nanoSIM カードについて

 注　意
	● nanoSIM	カードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、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。
	● 他の製品の ICカードリーダーなどにnanoSIMカードを取り付けないでください。
故障の原因となります。故障した場合、お客様の責任となり、当社では一切の責任を負いません。

	● nanoSIMカードは本来の用途以外の方法で使用しないでください。
データの消失、故障の原因となります。
	● nanoSIMカードの金属端子部分を傷つけたり、ショートさせ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。金属端子部分が汚れたときは乾いたやわらかい布などでふき
取ってください。

医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

 警　告
	● 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、装着部から本商品を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。
	● 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。
	● 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、
事前に本商品を電波の出ない状態に切り替えてください（電源オフなど）。
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。
	● 医療機関内における本商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。

内蔵電池について

お知らせ
	● ACアダプタを使用している場合でも、内蔵電池は徐々に劣化します。長時間ACアダ
プタをつないだ状態にしていると、内蔵電池の劣化を早めてしまいます。本体を使用し
ていないときで、充電していない場合は、ACアダプタを外してください。
	● 長期間（1年以上）お使いにならない場合、電池特性を維持するため1年に一度は電池
残量を確認し、60% 程度充電することをお勧めします。電池残量なしの状態で長期間
保管しますと、充電できなくなることがあります。（保管されている温度により充電でき
なくなるまでの期間は変わります。）
	● ご使用の条件により、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れる場合がありますが、安全
上問題はありません。
	● 必要に応じてロングライフ充電機能をご利用く
ださい。内蔵電池の劣化を遅らせることができ
ます。（ロングライフ充電機能の設定方法は、
ユーザーズマニュアルを参照してください。）

表示 電池の種類

Li-ion00

リチウムイオン電池

	● 本商品の内蔵電池の種類は右記のとおりです。


