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novas
HOME+CAノバホームシーエー
かんたん設定マニュアル
（保証書）

取扱説明書

はじめに
この度は本製品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『かんたん設定マニュアル』（本書）及び『ご利用にあたっての注意事
項』を必ずお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、お手
元に大切に保管してください。
●	本書に記載しているイラストや画面はイメージです。実際の製品とは異なる場合が
あります。

●	novas（ノバ）は、株式会社シンセイコーポレーションが商標登録出願中です。
●	WiMAXは、WiMAX	Forumの商標または登録商標です。
●	Wi-Fiは、Wi-Fi	Allianceの商標または登録商標です。
●	WindowsおよびInternet	Explorer（IE）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。

●	MACおよびSafariは、Apple	Inc.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。

●	その他、本書で記載している会社名、製品名等は各社の商標および登録商標です。
●	本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。

本製品のご利用について
	- 本製品のご利用には、WiMAX	2+サービス事業者との回線契約が別途必要
です。
	- 本製品は、WiMAX	2+のサービスエリア外では使用できません。
	- 本製品は、日本国内での使用を前提としています。海外に持ち出しての使
用はできません。

本体と付属品
●	novas	HOME+CA本体	

―――1台
●	標準アンテナ	

―――1セット
●LANケーブル	――1本

●	ACアダプタ	――1台 ●	かんたん設定マニュア
ル（保証書含む）（本書）
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novas
HOME+CAノバホームシーエー
ご利用にあたっての注意事項

取扱説明書

免責事項
当社は以下の各条項に定める事項について、免責されるものとします。
本製品のご利用開始にあたり、お客さまは本免責事項の内容をご承諾頂いたものとみなしま
すので、ご了承ください。
●● 地震・雷・風水害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、お客さ
まの故意または過失・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随意的な損害（記録内容の消去・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。大切な情報は控えておかれ
ることをおすすめします。
●● 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。
●● 破損や故障により本製品を交換した場合、お客さまが登録された設定内容などのデータは
移し替えることはできません。●
移し替えができないことによる損害および逸失利益につきましては、当社は一切責任を負
いません。
●● 万一、お客さまが保存されたデータが消失した場合の損害および逸失利益につきましては、
一切責任を負いません。

※●本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
● 製造元：株式会社シンセイコーポレーション

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」をよくお読みの上、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。
●● この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人への危害、財産への損害を未
然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
●● 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が
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 この表示は、取り扱いを誤った場合、「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。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定され
る場合および物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

●● 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止

禁止（してはいけないこと）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。

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。

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。

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）を示します。

電源プラグを抜く

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。

1.   本体、標準アンテナ、ACアダプタの取り扱いについて（共通）

危険
●● 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、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。火災、やけど、
けが、感電の原因となります。

●● 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。火災、やけど、けがの原因とな
ります。

●● 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

●● 電源プラグや外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させない
でください。また、内部に入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因とな
ります。

●● 必ず指定の周辺機器を使用してください。指定の周辺機器以外を使用した場合、火
災、やけど、けが、感電の原因となります。

警告
●● 強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。火災、やけど、けが、感
電の原因となります。

●● 雷が鳴りだしたら、使用しないでください。落雷、感電のおそれがあります。

●● 使用中に、紙・布・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
の原因となります。

●● 水などの液体に浸けたり、濡らしたりしないでください。また、浴室内・加湿器の
近くなどの湿度の高くなる場所や雨がかかる場所での使用、または濡れた手での
使用はしないでください。火災、感電、故障の原因となります。

●● 使用中や保管時に、異臭、発熱、変色、変形などの異常が起きたときは、直ちに電源
プラグをコンセントから抜き、使用をやめてください。火災、やけど、けが、感電の
原因となります。

注意
●● 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、けがの原因となります。

●● 湿気やほこりの多い場所、砂のある場所や高温になる場所では、使用・保管しない
でください。火災、やけど、感電の原因となります。

●● 子供が使用する場合は、保護者が正しい取り扱い方法を指導してください。また、
使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。けがなどの原
因となります。

●● 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けが、感電
の原因となります。

2. 本体の取り扱いについて

警告
●● 本製品は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。社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。●

●● 本体のUIMカードスロットや各外部接続端子に水などの液体や金属片、燃えやすい
ものなどの異物を入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となりま
す。

●● 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。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、本製品の電源を切ってください。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。

●● 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。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、
火災報知器、自動ドア、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、当該の各医用電気機
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。

注意
●● 本製品が破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けが、感電の原因とな
ります。

●● 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。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。

●● 通常はUIMカードスロット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。

●● 通信中などの使用中は本体が熱くなることがありますので、長時間肌に触れさせ
たり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災、やけど、故障の原因
となります。

3. 標準アンテナの取り扱いについて

危険
●● 端子に液体（水や飲料水、ペットの尿、汗など）を入れないでください。火災、やけ
ど、けが、感電の原因となります。

警告
●● 付属の標準アンテナ以外の製品は使用しないでください。また、付属の標準アンテ
ナを本製品以外の機器で使用しないでください。他の機器の使用により発生した
火災や故障、その他の異常について当社は一切の責任を負いかねます。

●● 端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部
に入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

●● 破損した標準アンテナは使用しないでください。火災、やけど、感電の原因となり
ます。

●● 端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、身体の一部を触れ
させないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

●● 本体に標準アンテナを取り付け、取り外しをするときは、金属類を接触させないで
ください。火災、やけど、感電の原因となります。

●● 本体に標準アンテナを接続した状態で、上下左右に無理な力を加えないでくださ
い。火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。

●● 濡れた手で標準アンテナや端子に触れないでください。火災、やけど、感電の原因
となります。

●● 端子についたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となりま
す。

●● お手入れの際は、標準アンテナを本体から取り外して行ってください。火災、やけ
ど、感電の原因となります。

注意
●● 本体に標準アンテナを取り付け、取り外しをするときは、標準アンテナのコネクタ
部分を持って行ってください。コネクタ部分以外を持って行うと、正しく取り付
け、取り外しができなかったり、標準アンテナの破損および故障の原因となりま
す。

●● 標準アンテナは、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ取り付け、取り外しをしてく
ださい。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

●● 標準アンテナの角度を地面と平行にしたまま使用しないでください。不安定にな
り、標準アンテナの破損および故障の原因となります。

4. ACアダプタの取り扱いについて

警告
●● 付属のACアダプタ以外の製品は使用しないでください。また、付属のACアダプタ
を本製品以外の機器で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
他の機器の使用により発生した火災や故障、その他の異常について当社は一切の
責任を負いかねます。

●● ACアダプタ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や、ほこりや砂の多い場所では使用し
ないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

●● 雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。感電の原因となります。

●● コンセントにつないだ状態でプラグをショートさせないでください。また、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、感電の原因と
なります。

●● ACアダプタのコードの上に重いものをのせないでください。火災、やけど、感電の
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、金属類を接触させないでくださ
い。火災、やけど、感電の原因となります。

●● 本体にACアダプタを接続した状態で、上下左右に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

●● 濡れた手でACアダプタのコードやプラグ、コンセントに触れないでください。火
災、やけど、感電の原因となります。

●● 指定の電源、電圧で使用してください。誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電
の原因となります。AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

●● コンセントや配線器具は定格を超えないで使用してください。たこ足配線などで
定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

●● プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となりま
す。

●● AC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。火災、や
けど、感電の原因となります。

●● プラグをコンセントから抜く場合は、ケーブルを無理に引っ張らず、アダプタを
持って抜いてください。火災、やけど、感電の原因となります。

●● 本体にACアダプタを抜き差しする場合は、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き
差ししてください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

●● 万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントからプラグを抜いてくだ
さい。火災、やけど、感電の原因となります。

注意
●● コンセントにつないだ状態で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。

●● 長時間使用しない場合は、プラグをコンセントから抜いてください。火災、やけど、
感電の原因となります。

●● お手入れの際は、プラグをコンセントから抜いて行ってください。火災、やけど、感
電の原因となります。

●● 移動させる際は、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
を確認の上、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。

5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

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。

●● 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。

●● 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。
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各部の名称
アンテナポート

リセットボタン 電源スイッチ

WPSボタン

Wi-Fiスイッチ

UIMカードスロット

アップデートボタン

LANポート2

LANポート1

電源ポート

LEDランプ

正面 背面

左側面 右側面

本製品の準備
●● アンテナを取り付ける

1.	アンテナポートに付属のアンテナを差し込みます。
2.	アンテナのコネクタ部分を握り、矢印の方向へ回して取り付けます。
3.	取り付け後、アンテナの先端を上に向けます。
※	コネクタは最後まで回し切り、しっかり装着されていることを確認してご使用く
ださい。

※	アンテナを曲げるときはコネクタが動かないよう、コネクタをおさえて行ってく
ださい。

コネクタ

●● UIMカードを装着する
1.	本体右側面のUIMカードスロットカバーを外します。
2.	UIMカードのIC（金属）部分を本体前面に向けて、カチッと音がするまで
差し込みます。
※	切り欠きの方向に注意し、正しい向きで装着してください。

切り欠き

背面

右側面

3.	UIMカードスロットカバーを取り付けます。
※	無理な取り付け、取り外しはしないでください。
※	必ずUIMカードスロットカバーを取り付けて使用・保管してください。
※	WiMAXサービス事業者と契約したUIMカードをご使用ください。

●● 電源を入れる
1.	本体左側面にある電源ポートに付属のACアダプタを接続します。
2.	ACアダプタをコンセントに差し込みます。
3.	本体右側面にある電源スイッチで電源をONにします。

右側面左側面

ネットワークに接続する
●● 無線LANで接続する

1.	本体右側面にあるWi-FiスイッチをONにします。
2.	ノートPCやスマートフォン等の無線LAN対応端末の無線機能を有効にします。
3.	本体背面のラベルで、本製品のSSID（ネットワーク名）とKEY（暗号化キー）
を確認します。

・SSID   ：novas-XXXXXX
・KEY　：XXXXXXXX

SSID（ネットワーク名）
KEY（暗号化キー）

4.	無線LAN対応端末で、ネットワーク一覧から本製品のSSID（ネットワーク
名）を選択します。

5.	本製品のKEY（暗号化キー）を入力します。

●● 有線LANで接続する
1.	本体左側面のLANポートと、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続
します。

2.	本体のLANのLEDランプが点滅することを確認します。

LAN

左側面

保証書
本保証書は、無償修理規定に基づき、保証期間中に発生した製品の故障について無償修
理をお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に
製品と本書をご提示の上、お申し出ください。

型番 IML-C2300W

製造番号　※

保証期間 お買い上げ日より1年間

お買い上げ日　※ 　　　　年　　　月　　　日

お客様　※ お名前

ご住所

電話番号

販売店　※ 店名

住所

電話番号

※印欄に記入が無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。
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各種設定をする場合
●● WEB設定画面へのログイン

WEB設定画面では端末情報の照会※、設定変更、端末制御ができます。確
認および変更する方法は、設定画面内に表示されるヘルプをご参照くだ
さい。
※	ソフトウェアバージョン、IMEI	等
WEB設定画面はインターネットが接続されていない状態でも使用する
ことができます。
1.	本製品と有線または無線LANで接続した端末で、WEBブラウザを起
動します。

2.	WEBブラウザのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、「Enter」
キーや「開く」ボタン等を押して実行します。

3.	ログイン画面が表示されます。次のように入力し、「ログイン」をク
リックします。

	 ユーザー名：admin
	 パスワード：admin

4.	WEB設定画面へのログインが完了します。
●● APNプロファイル設定

ご契約のWiMAX事業者からインターネット接続に必要な接続設定情報
が指定されている場合は、以下の手順に従ってプロファイルの追加を
行ってください。

1.	WEBブラウザを起動し、WEB設定画面にログインします。
	 設定画面が表示されます。
2.	メニューから「WiMAX	2+」→「プロファイル設定」を選択します。
3.	「プロファイル名」に任意の名称を、「APN」「ユーザ名」「パスワード」
などにご加入のWiMAX事業者から指定された情報を入力します。

4.	設定が完了したら「設定」をクリックします。

●	ご利用にあたっての
注意事項

1

novas
HOME+CAノバホームシーエー
ご利用にあたっての注意事項

取扱説明書

免責事項
当社は以下の各条項に定める事項について、免責されるものとします。
本製品のご利用開始にあたり、お客さまは本免責事項の内容をご承諾頂いたものとみなしま
すので、ご了承ください。
●● 地震・雷・風水害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、お客さ
まの故意または過失・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随意的な損害（記録内容の消去・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。大切な情報は控えておかれ
ることをおすすめします。
●● 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。
●● 破損や故障により本製品を交換した場合、お客さまが登録された設定内容などのデータは
移し替えることはできません。●
移し替えができないことによる損害および逸失利益につきましては、当社は一切責任を負
いません。
●● 万一、お客さまが保存されたデータが消失した場合の損害および逸失利益につきましては、
一切責任を負いません。

※●本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
● 製造元：株式会社シンセイコーポレーション

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」をよくお読みの上、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。
●● この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人への危害、財産への損害を未
然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
●● 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が
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 この表示は、取り扱いを誤った場合、「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。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定され
る場合および物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

●● 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止

禁止（してはいけないこと）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。

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。

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。

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）を示します。

電源プラグを抜く

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。

1.   本体、標準アンテナ、ACアダプタの取り扱いについて（共通）

危険
●● 高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、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。火災、やけど、
けが、感電の原因となります。

●● 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。火災、やけど、けがの原因とな
ります。

●● 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

●● 電源プラグや外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させない
でください。また、内部に入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因とな
ります。

●● 必ず指定の周辺機器を使用してください。指定の周辺機器以外を使用した場合、火
災、やけど、けが、感電の原因となります。

警告
●● 強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。火災、やけど、けが、感
電の原因となります。

●● 雷が鳴りだしたら、使用しないでください。落雷、感電のおそれがあります。

●● 使用中に、紙・布・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
の原因となります。

●● 水などの液体に浸けたり、濡らしたりしないでください。また、浴室内・加湿器の
近くなどの湿度の高くなる場所や雨がかかる場所での使用、または濡れた手での
使用はしないでください。火災、感電、故障の原因となります。

●● 使用中や保管時に、異臭、発熱、変色、変形などの異常が起きたときは、直ちに電源
プラグをコンセントから抜き、使用をやめてください。火災、やけど、けが、感電の
原因となります。

注意
●● 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、けがの原因となります。

●● 湿気やほこりの多い場所、砂のある場所や高温になる場所では、使用・保管しない
でください。火災、やけど、感電の原因となります。

●● 子供が使用する場合は、保護者が正しい取り扱い方法を指導してください。また、
使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。けがなどの原
因となります。

●● 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けが、感電
の原因となります。

2. 本体の取り扱いについて

警告
●● 本製品は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。社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。●

●● 本体のUIMカードスロットや各外部接続端子に水などの液体や金属片、燃えやすい
ものなどの異物を入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となりま
す。

●● 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。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、本製品の電源を切ってください。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。

●● 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。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、
火災報知器、自動ドア、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、当該の各医用電気機
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。

注意
●● 本製品が破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けが、感電の原因とな
ります。

●● 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。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。

●● 通常はUIMカードスロット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。

●● 通信中などの使用中は本体が熱くなることがありますので、長時間肌に触れさせ
たり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災、やけど、故障の原因
となります。

3. 標準アンテナの取り扱いについて

危険
●● 端子に液体（水や飲料水、ペットの尿、汗など）を入れないでください。火災、やけ
ど、けが、感電の原因となります。

警告
●● 付属の標準アンテナ以外の製品は使用しないでください。また、付属の標準アンテ
ナを本製品以外の機器で使用しないでください。他の機器の使用により発生した
火災や故障、その他の異常について当社は一切の責任を負いかねます。

●● 端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部
に入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

●● 破損した標準アンテナは使用しないでください。火災、やけど、感電の原因となり
ます。

●● 端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、身体の一部を触れ
させないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

●● 本体に標準アンテナを取り付け、取り外しをするときは、金属類を接触させないで
ください。火災、やけど、感電の原因となります。

●● 本体に標準アンテナを接続した状態で、上下左右に無理な力を加えないでくださ
い。火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。

●● 濡れた手で標準アンテナや端子に触れないでください。火災、やけど、感電の原因
となります。

●● 端子についたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となりま
す。

●● お手入れの際は、標準アンテナを本体から取り外して行ってください。火災、やけ
ど、感電の原因となります。

注意
●● 本体に標準アンテナを取り付け、取り外しをするときは、標準アンテナのコネクタ
部分を持って行ってください。コネクタ部分以外を持って行うと、正しく取り付
け、取り外しができなかったり、標準アンテナの破損および故障の原因となりま
す。

●● 標準アンテナは、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ取り付け、取り外しをしてく
ださい。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

●● 標準アンテナの角度を地面と平行にしたまま使用しないでください。不安定にな
り、標準アンテナの破損および故障の原因となります。

4. ACアダプタの取り扱いについて

警告
●● 付属のACアダプタ以外の製品は使用しないでください。また、付属のACアダプタ
を本製品以外の機器で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
他の機器の使用により発生した火災や故障、その他の異常について当社は一切の
責任を負いかねます。

●● ACアダプタ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や、ほこりや砂の多い場所では使用し
ないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

●● 雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。感電の原因となります。

●● コンセントにつないだ状態でプラグをショートさせないでください。また、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、感電の原因と
なります。

●● ACアダプタのコードの上に重いものをのせないでください。火災、やけど、感電の
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、金属類を接触させないでくださ
い。火災、やけど、感電の原因となります。

●● 本体にACアダプタを接続した状態で、上下左右に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

●● 濡れた手でACアダプタのコードやプラグ、コンセントに触れないでください。火
災、やけど、感電の原因となります。

●● 指定の電源、電圧で使用してください。誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電
の原因となります。AC100V～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

●● コンセントや配線器具は定格を超えないで使用してください。たこ足配線などで
定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

●● プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となりま
す。

●● AC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。火災、や
けど、感電の原因となります。

●● プラグをコンセントから抜く場合は、ケーブルを無理に引っ張らず、アダプタを
持って抜いてください。火災、やけど、感電の原因となります。

●● 本体にACアダプタを抜き差しする場合は、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き
差ししてください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

●● 万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントからプラグを抜いてくだ
さい。火災、やけど、感電の原因となります。

注意
●● コンセントにつないだ状態で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。

●● 長時間使用しない場合は、プラグをコンセントから抜いてください。火災、やけど、
感電の原因となります。

●● お手入れの際は、プラグをコンセントから抜いて行ってください。火災、やけど、感
電の原因となります。

●● 移動させる際は、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
を確認の上、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。

5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

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。

●● 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。

●● 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。
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各部の名称
アンテナポート

リセットボタン 電源スイッチ

WPSボタン

Wi-Fiスイッチ

UIMカードスロット

アップデートボタン

LANポート2

LANポート1

電源ポート

LEDランプ

正面 背面

左側面 右側面

本製品の準備
●● アンテナを取り付ける

1.	アンテナポートに付属のアンテナを差し込みます。
2.	アンテナのコネクタ部分を握り、矢印の方向へ回して取り付けます。
3.	取り付け後、アンテナの先端を上に向けます。
※	コネクタは最後まで回し切り、しっかり装着されていることを確認してご使用く
ださい。

※	アンテナを曲げるときはコネクタが動かないよう、コネクタをおさえて行ってく
ださい。

コネクタ

●● UIMカードを装着する
1.	本体右側面のUIMカードスロットカバーを外します。
2.	UIMカードのIC（金属）部分を本体前面に向けて、カチッと音がするまで
差し込みます。
※	切り欠きの方向に注意し、正しい向きで装着してください。

切り欠き

背面

右側面

3.	UIMカードスロットカバーを取り付けます。
※	無理な取り付け、取り外しはしないでください。
※	必ずUIMカードスロットカバーを取り付けて使用・保管してください。
※	WiMAXサービス事業者と契約したUIMカードをご使用ください。

●● 電源を入れる
1.	本体左側面にある電源ポートに付属のACアダプタを接続します。
2.	ACアダプタをコンセントに差し込みます。
3.	本体右側面にある電源スイッチで電源をONにします。

右側面左側面

ネットワークに接続する
●● 無線LANで接続する

1.	本体右側面にあるWi-FiスイッチをONにします。
2.	ノートPCやスマートフォン等の無線LAN対応端末の無線機能を有効にします。
3.	本体背面のラベルで、本製品のSSID（ネットワーク名）とKEY（暗号化キー）
を確認します。

・SSID   ：novas-XXXXXX
・KEY　：XXXXXXXX

SSID（ネットワーク名）
KEY（暗号化キー）

4.	無線LAN対応端末で、ネットワーク一覧から本製品のSSID（ネットワーク
名）を選択します。

5.	本製品のKEY（暗号化キー）を入力します。

●● 有線LANで接続する
1.	本体左側面のLANポートと、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続
します。

2.	本体のLANのLEDランプが点滅することを確認します。

LAN

左側面

保証書
本保証書は、無償修理規定に基づき、保証期間中に発生した製品の故障について無償修
理をお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に
製品と本書をご提示の上、お申し出ください。

型番 IML-C2300W

製造番号　※

保証期間 お買い上げ日より1年間

お買い上げ日　※ 　　　　年　　　月　　　日

お客様　※ お名前

ご住所

電話番号

販売店　※ 店名

住所

電話番号

※印欄に記入が無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

2016年8月　第1版

各種設定をする場合
●● WEB設定画面へのログイン

WEB設定画面では端末情報の照会※、設定変更、端末制御ができます。確
認および変更する方法は、設定画面内に表示されるヘルプをご参照くだ
さい。
※	ソフトウェアバージョン、IMEI	等
WEB設定画面はインターネットが接続されていない状態でも使用する
ことができます。
1.	本製品と有線または無線LANで接続した端末で、WEBブラウザを起
動します。

2.	WEBブラウザのアドレス入力欄に「192.168.1.1」と入力し、「Enter」
キーや「開く」ボタン等を押して実行します。

3.	ログイン画面が表示されます。次のように入力し、「ログイン」をク
リックします。

	 ユーザー名：admin
	 パスワード：admin

4.	WEB設定画面へのログインが完了します。
●● APNプロファイル設定

ご契約のWiMAX事業者からインターネット接続に必要な接続設定情報
が指定されている場合は、以下の手順に従ってプロファイルの追加を
行ってください。

1.	WEBブラウザを起動し、WEB設定画面にログインします。
	 設定画面が表示されます。
2.	メニューから「WiMAX	2+」→「プロファイル設定」を選択します。
3.	「プロファイル名」に任意の名称を、「APN」「ユーザ名」「パスワード」
などにご加入のWiMAX事業者から指定された情報を入力します。

4.	設定が完了したら「設定」をクリックします。
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ソフトウェアアップデート
新規ソフトウェアがある場合、アップデートサーバーに接続してアップデー
トを行うことができます。アップデートを行う方法には、本製品左側面の
アップデートボタンを使用する方法と、WEB設定画面を使用する方法があ
ります。
●● アップデートボタン●

1.	本体左側面のアップデートボタンを約2秒間長押しします。
	 新規ソフトウェアがある場合、Power	LEDランプがグリーン点滅します。	
2.	2分以内に、もう一度アップデートボタンを約2秒間長押しすると、アップ
デートが開始します。

3.	アップデートが完了すると自動的に再起動します。
※	アップデートをしない場合、Power	LEDランプのグリーン点滅は約2分後にグリー
ン点灯に戻ります。

アップデートボタン

左側面

●● WEB設定画面●
1.	本製品とPC等を有線または無線LANで接続します。
2.	WEB設定画面にログインします。
3.	「端末管理」→「アップデート」を選択し、「自動アップデート」項目の「確認」
をクリックします。

4.	新規ソフトウェアがある場合、「新しいSWがあります。アップデートを行
いますか。」と表示されます。「YES」をクリックするとアップデートが開
始します。

5.	アップデートが完了すると自動的に再起動します。

本製品の初期化
本製品のSSIDやKEY、セキュリティ方式などの各設定を初期設定の状態に戻
すことができます。初期化を行う方法には、本製品左側面の上段部のリセッ
トボタンを使用する方法と、WEB設定画面を使用する方法があります。
●● リセットボタン

1.	本製品左側面の上段部のリセットボタンを約5秒間長押しします。
2.	本製品が再起動したのち、初期化が完了します。

リセットボタン
（5秒程度の長押し）

左側面

●● WEB設定画面
1.	本製品とパソコンを有線または無線LANで接続します。
2.	WEB設定画面にログインします。
3.	「端末管理」→「アップデート」を選択し、「初期化」をクリックします。
4.	本製品が再起動したのち、初期化が完了します。

5GHz帯ご使用上の注意
本製品のSSID2は5GHz帯を使用します。
5GHz帯で使用するチャンネルは以下の通りです。
	- W52(5.2GHz帯/36、40、44、48ch)
	- W53(5.3GHz帯/52、56、60、64ch)
	- W56(5.6GHz帯/100、104、108、112、116、120、124、128、132、
136、140ch)

5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)帯の屋外利用は電波法により禁止されていま
すのでご注意ください。屋外で利用する場合は、「LAN」の「無線LAN設定」項
目で「周波数(チャンネル)」を5.6GHz(W56)帯に設定してください。

●● DFS(Dynamic●Frequency●Selection)について
本製品はDFS（Dynamic	Frequency	Selection）機能に対応しております。
5GHz帯の一部の周波数帯域は気象レーダーなどが使用する周波数帯域と重
複していますので気象レーダーなどの干渉波を常に監視し、検出次第、電波
干渉を起こさないよう別のチャンネルに自動的に切り替わります。
※	別のチャンネルに切り替わる際、約１分間程度かかります。必要に応じて2.4GHz帯
（SSID1）をお使いください。

困ったときには
WiMAX 2+に接続できません。

	- LEDランプが消灯している場合は、本製品の電源が入っているかを確認し
てください。
	- 電波強度LEDランプがレッド点滅の場合は、以下を確認してください。
	•WiMAX	2+サービスエリア外です。サービスエリア内へ移動してくださ
い。
	•WiMAX	2+サービスエリア内でも接続されない場合は、WiMAXサービス
事業者との回線契約を確認してください。
	•エラーが発生しています。ご契約のWiMAXサービス事業者のUIMを装着
しているか、または、プロファイル設定のAPNプロファイルに誤りがない
かご確認ください。設定方法は表面の＜APNプロファイル設定＞を参照
してください。

	- アンテナが正しく装着されているか確認してください。装着方法は表面の
＜アンテナを取り付ける＞を参照してください。
	- UIMカードの方向が正しく装着されているか確認してください。

無線LANに接続していますが、データを送受信できません。

	- 本製品に無線LAN対応端末が接続されていることを確認します。接続され
ていない場合は、接続してください。
	- 電波強度LEDランプがレッド点滅の場合は、WiMAX	2+サービスエリア外
です。サービスエリア内へ移動してください。
	- アンテナが正しく装着されているか確認してください。装着方法は表面の
＜アンテナを取り付ける＞を参照してください。

変更したKEY（暗号化キー）を忘れてしまいました。

	- 本製品の設定をお買い上げ時の状態に戻します。	
操作方法は＜本製品の初期化＞を参照してください。

WEB設定画面が表示されません。

	- LEDランプが消灯している場合は、本製品の電源が入っているかを確認し
てください。
	- WEB設定画面のIPアドレスに間違いがないかご確認ください。
	- ご使用の端末が、有線LANや無線LANで本製品と正しく接続されているか
ご確認ください。

LEDランプ表示説明

Power

電源ON グリーン点灯

Wi-Fi
無線LAN動作中(2.4GHz) グリーン点灯
無線LAN動作中(5GHz) グリーン点灯
無線LAN動作中●
（2.4GHz／5GHz） ブルー点灯

WPS●動作中 グリーン点滅
無線LANオフ 消灯

電波強度
電波強度：強 グリーン点灯
電波強度：中 オレンジ点灯
電波強度：弱 レッド点灯
圏外 レッド点滅

LAN1/LAN2

		

有線LAN接続 グリーン点灯
有線LANで通信中 グリーン点滅
有線LAN●未接続 消灯

その他、状態別LEDランプ
UIMカード未挿入／認識できないUIMカー
ド挿入時※1 　バイオレット点滅

エラー発生※2 　レッド点滅

新規ソフトウェアあり 　グリーン点滅

ソフトウェアアップデート中 ・ 　グリーン点滅

初期化中 ・ 　ブルー点滅

※1	他社UIMカード等
※2			プロファイルの誤入力等

製品仕様
サイズ（W×D×H） 約130×69×162mm（アンテナを除く）
重量 約317g（アンテナを含む）
インターフェース RJ-45	ポート×2

電源ポート
WEB設定画面対応
ブラウザ

Windows（7/8/8.1/10）：IE
MAC（10.7以降）：Safari

通信方式 WiMAX	2+
無線LAN規格 2.4GHz	:	IEEE	802.11	b/g/n

5.0GHz	:	IEEE	802.11	a/n/ac
有線LAN規格 10	Base-T/100	Base-T/1000	Base-T
セキュリティ WPA／WPA2-Mixed	PSK（AES／TKIP）

WPA2-PSK（AES／TKIP）
WPA-PSK（AES／TKIP）	

無線LAN同時接続
台数

16台（SSID*2*8台）

機能 WEB設定対応、MACアドレスフィルタリング、Wi-Fi
のオンオフ、ダイナミックDNS

＜無償修理規定＞
1.	保証期間内に、取扱説明書（かんたん設定マニュアル、ご利用にあたっての注意事項）
等の注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで、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。（または、故障内容により代替品と交換させていただく
場合があります。）

2.	保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、お買い上げの販売店へ製品と本書
をご持参の上、お申し出ください。

3.	保証期間内でも次の場合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	本書のご提示が無い場合
	 ②	本書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入が無い場合、または本書

の字句を書き換えられた場合。
	 ③	使用上の誤り、不当な修理や改造（ソフトウェアの改造も含む）による故障や損傷

の場合。
	 ④	お買い上げ後の落下、衝撃、外部からの圧力等による故障や損傷の場合。
	 ⑤	火災、公害、異常電圧、地震、雷、風水害その他天災地変などによる故障や損傷の場

合。
	 ⑥	本製品に接続している当社指定以外の機器及び消耗品による故障や損傷の場合。
	 ⑦	本製品内部への水の侵入による故障や損傷、本製品に水没・水濡れ等の痕跡や結

露などによる腐食が発見された場合。
	 ⑧	正常なご使用方法であっても、許容量を超えた酷使などにより部品が消耗、摩耗、

劣化した場合。
4.	本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社はその
責任を負わないものとします。

5.	ご不明な点や保証期間経過後の修理などについては、お買い上げの販売店にお問い
合わせください。

6.	出張による修理対応はお受けできません。
7.	本保証書は日本国内においてのみ有効です。This	warranty	is	valid	only	in	Japan.
8.	本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

修理メモ

年月日 修理内容 修理店・担当
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