
ADSLモデム接続ガイド 安全にご利用いただくために 

■事前に必ずお読みください 

箱の中身を確認します。 
※ADSLモデムが届いたら、箱の中身が揃っているかどうか確認して 
ください。不足しているものがありましたら、P4記載の「つながる 
お父さんダイヤル」までご連絡ください。 

※ADSLモデムを接続します。 ※ADSLモデムの接続完了。 
　次にフェムトセル機器を接続します。 

※ADSLモデムのLEDランプ 
　の表示を確認します。 

※箱の中身を確認します。 

● ADSLモデムの箱に入っているもの 

3つのステップで、ADSLモデムを接続します。 
ADSLモデム接続ガイドでは、以下の流れでADSLモデムの接続手順をご案内しています。 

注意・制限事項 

ステップ 1 ステップ 2 接続完了 ステップ 3

※製品や付属品の外観は、実際の物とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

ADSLモデム 
 

ご案内（本紙）1部 電源アダプタ 1個 
 

LANケーブル  
青色 1本 

 

モジュラーケーブル  
黄色・緑色 各1本 

※ADSLモデムにはスプリッタが 
内蔵されています。 

※ケーブルの色は実際と異なる 
場合があります。 

※ケーブルの色は実際と異なる 
場合があります。 

■本製品をご自分で修理・分解・改造等目的以外の使用をしないでくださ

い。火災や感電のおそれがあります。 

■本ADSLモデムのカバーは絶対に取り外さないでください。火災、けが、

やけど、感電、漏電などの事故または機器の故障の原因となります。お

子さまなどが万一誤ってカバーを飲み込まれた場合は、すみやかに医師

に相談してください。 

■本製品を分解したり、内部に触れたりしないようにしてください。感電、

やけど、けがのおそれがあります。また機器故障の原因となります。 

■落としたり、衝撃を与えた場合は、すぐに使用を中止して電源アダプタ

を抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 

■煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止して電源アダプ

タを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。 

■電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。

また、重いものをのせたり、加熱したり引っ張ったりすると電源コード

が破損し、火災・感電の原因となります。 

■本製品の内部に水が入ったり、本製品をぬらしたりした場合は、すぐに

電源を切り、電源アダプタをコンセントから抜いて、当社にご連絡くだ

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。 

■本製品内部に液体・金属・たばこの煙などの異物を入れないでください。 

■本製品の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を

差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合

は、すぐに電源アダプタをコンセントから抜いて、当社にご連絡くださ

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。特

に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。 

■本製品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと本製品の内

部に熱がこもり、火災、機器故障の原因となることがあります。 

   次のような使い方はしないでください。 

  ・じゅうたんやカーペット（床暖房を含む）、布団などの上に置く 

  ・テーブルクロスなどの布やレースを本製品に掛ける 

  ・本棚、タンスの中、押し入れの中など風通しの悪い場所に置く 

  ・紙、本などをのせたり立て掛けたりする 

■電源アダプタコードを束ねたり、許容量以上の配線はおやめください。

火災の原因となることがあります。 

■電源アダプタをコンセントから抜くときは、必ず電源アダプタの差し込

み口を持って抜いてください。電源アダプタコードを引っ張るとコード

が傷付き、火災・感電の原因となることがあります。 

■本製品は場合により熱くなる場合がありますので、本製品の周辺に紙、

布等燃えやすいものは置かないようにしてください。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う

危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想

定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 

■本製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

発生するおそれがあります。  

■故障の原因となりますので、本紙で指定された以外の機器は取り付けな

いでください。万一、機器などに不具合が発生しても当社としては一切

責任を負いません。 

■本製品に触れ続けないでください。使用中に本製品表面が熱くなり、低

温やけどを起こすおそれがあります。低温やけどは、一定箇所に発熱体

が触れたままになっているときなどに、肌に紅斑（こうはん）、水泡（す

いほう）などの症状を起こすやけどのことです。特に肌の弱い方などは

ご注意ください。社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。  

■本機器のそばに花びん、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。こぼれたり中に入ったりし

た場合、火災・感電・故障の原因となることがあります。 

■電源アダプタがコンセントに接続されているときは、ぬれた手で本製

品にさわらないでください。感電の原因となります。 

■本製品をふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高い所で設置および使用

しないでください。火災・感電の原因となることがあります。 

■電源アダプタは、必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対に

お使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。 

■電源アダプタとコンセントの間のほこりは、定期的に（半年に１回程度）

取り除いてください。火災の原因となることがあります。 

■本製品はスタンドを下に、正しい向きに配置してください。横置きに

して使用した場合、内部の温度が上がり、火災や機器故障の原因とな

ることがあります。 

■直射日光の当たる所や、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、

温度の高くなる所に置かないでください。 

   内部の温度が上がり、火災や機器故障の原因となることがあります。 

■本製品の上に物をのせないでください。高温による火災の原因となる

ことがあります。 

■近くに雷が発生したときは、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。 

   落雷によって、火災や感電、機器故障の原因となることがあります。 

■静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ド

アノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除く

ようにしてください。人体などの静電気は、本製品を破損、またはデー

タ消失・破損させるおそれがあります。 

・SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。 

・本ガイドの一部または全部を無断複写・転写することを禁じます。  

・本ガイドの製品に対する記述は情報を提供する目的で書かれたもので、保証するものではありません。  

・本ガイドの記載内容は2015年9月1日現在のものです。  

・サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更することがあります。  

・記載されている製品名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。 

ソフトバンク株式会社　　　　　2015年9月　無断複製禁止 

www.softbank.jp HAFHU07041509 ADSL

ステップ 1
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■ 本製品は、ソフトバンク株式会社からのレンタル機器ですので、取り扱いにはご注意ください。 
■ ソフトバンク株式会社が許可しない限り、フェムトセル機器以外の通信機器の接続はできません。 
■ コンセントを抜いて電源を入れ直す場合は、電源を切った状態から30秒ほど待ち、再びコンセントを差し込んでください。これを守ら 
ないと故障の原因となることがあります。 

■ ADSLサービスはベストエフォート型のサービスです。通信速度によっては、ホームアンテナFTをご利用いただけない場合があります。 

■ 本製品の仕様は国内向けとなっています。海外ではご利用できません。 

■ 本製品の故障、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、万が一本製品に登録された 

情報内容が消失してしまうことでの純粋経済損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

本機器をお使いになる前に、4ページ

に記載してある「安全にご利用いた

だくために」を必ずご熟読ください。 固定電話の回線を使った「ホームアンテナFT」は、「ADSLモデム」と「フェムトセル機器」 
で構成されます。 

注　　意 

警　　告 

● ホームアンテナFTサービスおよび機器の接続、本紙に関するご質問、ご不明点については下記までご連絡ください。 

ソフトバンク携帯電話からは… ■ 通話料無料 

■ 受付時間　9:00～18:00（年中無休） 

一般電話/携帯電話からは… ※引越しやご解約の際には、お早めにご連絡ください。 

つながるお父さん 
ダイヤル 

ホームアンテナFT

ADSLモデム接続ガイド 

ホームアンテナFTは、ブロードバンド回線とフェムトセル機器を接続して、ご自宅での
ソフトバンク3G携帯電話の電波状況を改善するサービスです。 

本ガイドは、「ADSLモデム」を使ってフェムトセル機器をご利用いただくための「ADSLモデム」の
接続方法、ならびにLEDランプ等の確認のしかたを説明するものです。 
ご使用の前に必ずよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

ADSLモデムは到着後すみやかに接続していただき、別便でお送りするフェムトセル機器をお待ち
ください。 

＋ フェムトセル機器 ADSLモデム 



ADSLモデムのLEDランプの正常時の表示 ADSLモデムの接続手順 

ADSLモデム接続時のポイント 

①モジュラージャックとADSLモデムを接続しているモジュラーケーブルおよび、ADSLモデムと 
　フェムトセル機器を接続しているLANケーブルが、しっかりと差し込まれているかを確認します。 
②フェムトセル機器の電源アダプタをコンセントから抜いて電源を切ります。 
③フェムトセル機器の電源が切れたら、ADSLモデムの電源アダプタを外して電源を切ります。 
④30秒ほど待ち、ADSLモデムの電源アダプタを再びコンセントに差し込み電源を入れます。 
⑤ADSLモデムの［リンク］ランプの点灯を確認し、フェムトセル機器の電源アダプタを再びコン 
　セントに差し込み電源を入れます。 
⑥フェムトセル機器が起動したら、ADSLモデムの［パソコン１］ランプの点灯を確認します。 
⑦ソフトバンク3G携帯電話で、インターネットの接続や通話ができるかを確認します。 

各機器を以下の手順でご確認ください。なお、フェムトセル機器の操作は、運用者の指示 
に従ってください。 

ADSLとして使用する回線で、右のようなシステムを利 
用されている場合は、ホームアンテナFTが利用できない、 
あるいは不安定になることがあります。 
詳しくはそれぞれの事業者にお問い合わせください。 

ADSLモデムが正常に接続されている場合、または正常稼働時には、 
以下のようにLEDランプが点灯または点滅表示されます。 

ADSLをご利用になる回線が分岐され、複数のモジュラージャックが宅内にある場合は、宅内の構造によりADSL信 
号が届きやすいものと、届きにくいものがあります。必ずすべてのモジュラージャックで接続を試してみてください。 
また、ADSLモデムを接続しないモジュラージャックには、電話機やFAX機をつながないでください。ADSLの通信 
速度が遅くなる、接続できないなどの影響が出る場合があります。 

ADSLは、電気的なノイズにより速度の低下などの影響を受けることがあります。ADSLモデムやケーブル類は、テ 
レビやラジオ、また電子レンジや冷蔵庫等の機器から離れた場所に設置してください。 

　 

〒277-0804  　 千葉県柏市新十余二3-1 GLP柏物流センター 1F 151　 

フェムトセル機器係　宛 

※LEDランプの状態が通常時にならない場合は、P4記載の「つながるお父さん 
　ダイヤル」にご連絡ください。 

凡例 ● 点灯 ● 消灯 点滅 

通話やパケット通信時 

※フェムトセル機器 
　を【パソコン1】に 
　接続した場合 

※接続したフェムト 
　セル機器の電源が 
　入っているときは 
　【パソコン1】ラン 
　プも点灯します。 
 

通常時 

LEDランプ名称 
フェムトセル機器 
経由での通話や 
パケット通信時 

通常時 
・ADSLモデム電源 

接続時 

● 
● 
● 
● 

　 
● 

● 
● 
● 

● 
● 

● 
● 

● 

電 源 
警 告 
リンク 

パソコン1～4
BBフォン 
無線LAN
セキュリティ 

【LEDランプ状況一覧】 
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ホ ー ム ア ン テ ナ FT ADSLモデム接続ガイド 

ホームテレフォン、ビジネスフォン、内線電話、ドアフ 
ォンに接続された電話機、ダイヤルイン追加番号、信号 
監視サービス、ノーリンギングサービス（ガス・水道の 
遠隔検針等）、警備保障をご利用の場合 

● 以下の手順に沿ってADSLモデムを接続します。 

電源アダプタ 

ホームアンテナFT 
解約後のADSLモデム 
返却先 

● ADSLモデム接続図 

● 各種電話付加サービスをご利用の場合は？ 

● ADSLモデム正面のLEDランプが正しく表示さ 
　 れているかを確認します。 

● モジュラージャックが宅内に2箇所以上ある場合は？ 

● ADSLモデムの設置場所は？ 

携帯電話が突然接続できなくなった場合の対処 

※フェムトセル機器の接続につきまし

ては、フェムトセル機器添付の接続

ガイドをご参照ください。 
ソフトバンク株式会社が許可をし
ない限り、フェムトセル機器以外
の通信機器を接続することはで
きません。 

ご
注
意 

接続機器の電源を切る 
接続する機器（電話機またはFAX機）の電源をすべて切って
ください。 

1

6

3 4

お使いの電話機（またはFAX機）の取り外し 
ご使用中の電話機（またはFAX機）を接続している電話線を、
壁のモジュラージャックから取り外してください。 

2

ADSLモデムとモジュラージャックの接続 
同梱のモジュラーケーブル（黄色）を使用して、ADSLモ
デムの［モジュラージャック］ポートと壁のモジュラージャッ
クを接続します。 

3

ADSLモデムと電話機（またはFAX機）の接続 
同梱のモジュラーケーブル（緑色）を使用して、ADSLモ
デムの［電話機］ポートと電話機（またはFAX機）を接続
します。 
※モジュラーケーブル（緑色）の代わりに電話機（またはFAX機）
　に接続されていた電話線をご利用いただいてもかまいません。 

4

ADSLモデムの電源を入れる 

同梱の電源アダプタを使用して、ADSLモデムの［電源］ポー
トとコンセントを接続します。 
ADSLモデムが通常のLEDランプ状態になるまでに5～10
分程度の時間がかかりますのでご了承ください。 

6

フェムトセル機器を接続します 

別便でお送りするフェムトセル機器を接続します。 7

電話機（またはFAX機）の電源を入れる 
電話機（またはFAX機）の電源を入れます。 
ADSLモデム、電話機、フェムトセル機器などの電源アダプタは、そ
れぞれの機器に正しく接続してください。誤ってほかの製品のものを
接続すると、機器の誤動作や故障、発熱の原因となり、たいへん危険
です。 

5

●本製品は、ソフトバンク株式会社からのレンタル機器です。 
　ホームアンテナＦＴの解約時には、ご利用いただいたADSLモデムとフ
ェムトセル機器を返却していただく必要がございます。解約後は速やか
に、本製品ならびに付属品を添えて、右記住所までご返送ください。 

7

フェムトセル 
機 器 

お使いの電話機 
（またはFAX機） 

ADSLモデム 

壁のモジュラー 
ジャック 

モジュラーケーブル
（黄色） 

モジュラーケーブル
（緑色） 

LANケーブル（青色） 

※図中の番号は、手順番号に対応しています。 

確認の手順 

ステップ 2 ステップ 3


