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このたびはURoad-Stick(以下、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。
このマニュアルでは本製品のセットアップ方法を
説明しています。
使用前にこのマニュアルをお読みになり、正しく
お使いください。
このマニュアルには「保証書」も付属しますので大切に保管してください。

※	WiMAX	ForumはWiMAX	Forumの登録商標です。
	 WiMAX、WiMAX	Forumロゴ、WiMAX	Forum	Certified及びWiMAX	Forum	Certified	
ロゴはWiMAX	Forumの商標です。

※	URoadは、MODACOM	CO.,	LTD.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。

※	Internet	Explorer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。

※	Firefoxは米国Mozilla	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。

※	SafariはApple,Incの商標です。
※	その他、本書に記載されている会社名、製品名及びロゴは各社の商標または登録商
標です。

URoad-Stick  
かんたん設定マニュアル

（保証書）

3  本製品をセットアップします。

①	USBコネクタ部分を回転させて外に出す

�

②	本製品をパソコンのUSBポートに差し込む

注意

•�USBコネクタや本体に無理な力をかけないでくださ
い。破損の原因になります。
•�コネクタの向きに注意してください。
•�隣り合うUSBポートの間隔によっては、複数のポート
を同時に使用できない場合があります。
•�USBハブとの接続は動作保障の限りではありません。

�

③接続を確認する
•�インターネット接続が完了すると、ウィンドウ下段「お知らせエリア」の�

ネットワークアイコンが「 」に変更されます（Windows�7基準）

�

•�インターネット接続が完了すると、LEDがブルー（WiMAX）または�
グリーン（WiMAX�2+）に点灯／点滅し�ます。�

•�WEBブラウザを起動し、インターネットが正常に接続されたことを�
確認します。�
�

メモ •�パソコンに割り当てられるIPアドレスは�
192.168.100.10（ローカルIPアドレス）です。�
※WANのIPアドレスとは異なります。�
※WANのIPアドレスはWEB設定画面で確認できます。

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
が出来ます。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、電話番号�等�
（本製品では音声電話の発着信は行えません)�

①�本製品をパソコンのUSBポートに差し込む
②WEBブラウザを起動する
③�アドレスバーに「192.168.100.254」または�
「uroad.stick」と入力し、「Enter」を押す
④�ログインダイアログボックスに次のように入力し、
「OK」をクリックする
　ユーザー名：admin
　パスワード：admin
•� ログインが完了します。

各部の名称

LEDランプ表示説明
色および点灯パターン 意味

消灯 電源OFF時

ブルー／
グリーン交互に点滅

起動中

ライトパープル点灯 WiMAXまたはWiMAX�2+に未接続

グリーン点灯� WiMAX�2+接続中�（電波状態：強）

グリーン点滅（長く点滅） WiMAX�2+接続中（電波状態：中）

グリーン点滅（短く点滅）� WiMAX�2+接続中（電波状態：弱）

ブルー点灯 WiMAX�接続中�（電波状態：強）

ブルー点滅（長く点滅）� WiMAX�接続中（電波状態：中）

ブルー点滅（短く点滅）� WiMAX�接続中�（電波状態：弱）

オレンジ点灯 圏外

レッド点滅（短く点滅） UIM未挿入

ピンク点灯 ソフトウェアアップデート中

レッド点灯 エラーの発生

※	本製品のご利用にはWiMAXサービス事業者との回線契約が必要です。
※	WiMAXサービスご利用の際は、必ずご自身でサービスエリアのご確認をお願い
致します。サービスエリア外ではご利用いただけません。

※	この製品は、UQ	WiMAXネットワーク環境でご使用になれますが、本製品の品
質等に関してUQコミュニケーションズ株式会社が何ら保証するものではあり
ません。

※	このマニュアルでは、Windows	7の画面を例に説明しています。

1  パッケージの中身を確認します。
保証書も含めて付属品は大切に保管してください。

●URoad-Stick本体―――1台

URoad-Stick

�
�
●かんたん設定マニュアル／保証書（本書）―――1枚

�

品名 URoad-Stick
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

販�売�元�:�株式会社シンセイコーポレーション

������������������

製�造�元�:�MODACOM�CO.,�LTD.

この保証書は、本書記載内容で無償修理をお約束するものです。
お買い上げ日から上記期間中、故障が発生した場合、製品に本書をご提示の
上、お買い上げ販売店にて、修理の手続きをしてください。
★および☆印欄に記入のない場合は無効となります。
★印欄はお客様ご自身でご記入し、☆印欄はお買い上げの販売店にて記入
していただいてください。
☆印欄はお買い上げ時の確証（レシート等）で代用することができます。
本書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

保証書

［保証規定］

１．�保証期間内に、マニュアルの注意書に基づくお客様の正常なご使用状
態で故障した場合、お買い上げ日より1年間無償にて故障箇所を修理さ
せていただきす。

� （または、故障内容により修理に替え同等品と交換させていただく場合
があります。）

２．�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。

３．�海外で使用された場合、あるいは不当な改造について当社は一切の責
任を負わないものとします。

４．�保証期間内でも次のような場合には、有償修理になります。（または、
修理できない場合があります）
①�本保証書のご提示がない場合
②�本保証書に製造番号、お客様名および販売店名の記入のない場合、
�����または字句を書き替えられた場合
③�お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取扱いが適正で
ないために生じた故障、損害の場合

④�お客様による使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
⑤�火災、塩害、地震、落雷、および風水害、その他天変地変、あるいは異常
電圧などの外部要因に起因する故障および損害

⑥�本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する
故障および損傷

⑦�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、磨耗、劣化した場合

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.

�������修理メモ（修理箇所、年月日、修理者名等）
							※修理伝票等で代替する場合があります。

正面 側面

ソフトウェアのアップデート�
	■自動でアップデートする場合
①�本製品をパソコンのUSBポートに差し込む
②�本製品のLEDがブルー、またはグリーンになっている
ことを確認する

③�WEB設定画面へログインし、「基本設定」→「システム
設定」をクリックする

④�「自動アップデート」の「アップデート実行」をクリックする
•� アップデートが完了すると、本製品が自動的に再起動します。

注意

•�ソフトウェアアップデート中は本製品をパソコンか
ら外さないでください。また、パソコンの電源を切ら
ないでください。

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。

2.�設定画面が表示されます。メニューから�
����「WAN設定」→「プロファイル設定」を選択します。

3.�「追加」ボタンをクリックし、�
����「プロファイル名」に任意の接続設定名を
����「APN」「ユーザ名」「パスワード」など、
����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「保存」ボタンをクリックします。

5.�「プロファイルの選択」で新しく登録した�
����プロファイルが保存されていることを確認します。�
����異なるプロファイルが選択されている場合は、�
����追加したプロファイルを選択し、�
����「適用」ボタンをクリックします。

プロファイル設定方法

切り欠き

2  UIMカードを取り付けます。
①	UIMスロットカバーを開け、	
UIMのIC（金属）部分を上にしてカチッ	
と音がするまで差し込む

注意

・切り欠きの方向にご注意ください。
・無理な取り付け、取り外しはしないでください。
・WiMAXサービス事業者と契約したUIMをご使用�
���ください。

LEDランプ

U
R
oad

-Stick USB

UIMスロット

コネクタ



困ったときは

①�WEB設定画面が表示されない

�▶LED表示が消灯している場合は、本製品がパソコン

に適切に接続されているかを確認してください。

�▶WEB設定画面のURLまたはIPアドレスに間違いが�

ないかご確認ください。

②�WiMAXまたはWiMAX�2+に接続できない

�▶LED表示が消灯している場合は、本製品がパソコン

に適切に接続されているかを確認してください。

�▶LED表示がオレンジ点灯の場合は、WiMAXまたは

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。

�▶�LED表示がレッド点灯の場合は、�

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＜プロファイル設定方法＞を�

参照してください。

�▶WiMAXまたは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。

動作環境 
�対応OS
・Windows�7�32/64bit
・Windows�8�32/64bit
・Windows�8.1�32/64bit�
���※全て日本語版
・Mac�OS�X�10.7、10.8、10.9、10.10
���※全て日本語版

警告
指示に従わなかった場合に、
人が死亡、もしくは重傷を負う
可能性が想定されます。

�●万一、本製品やパソコンから煙が出たり、異臭
がするなどの異常が発生した場合は、すぐにパ
ソコンの電源を切って本製品を取り外してく
ださい。そのまま使用を続けると、火災や感電
の原因となります。

�●本製品を水などの液体で濡らさないでくださ
い。また、浴室内・加湿器の近くなどの湿度の
高くなる場所や雨に濡れる場所での使用、濡れ
た手での使用はしないでください。万一、液体
で濡れてしまった場合は、すぐにパソコンの電
源を切って本製品を取り外してください。その
まま使用を続けると、火災や感電、故障の原因
となります。

�●本製品や接続するパソコンの接続端子に、導電
性の物（金属片など）や燃えやすい物などの異
物が混入したり、手や指など身体の一部が触れ
ないようにしてください。万一、内部に異物が
入った場合は、すぐにパソコンの電源を切って
本製品を取り外してください。そのまま使用を
続けると、火災や感電、故障の原因となります。

�●万一、本製品を落としたり、強い衝撃を与えた
り、破損させたりした場合は、すぐにパソコン
の電源を切って本製品を取り外してください。
そのまま使用を続けると、火災や感電、故障の
原因となります。

�●本製品が落下などによって破損し、機器内部が
露出した場合、露出部に手を触れないでくださ
い。感電したり、破損部でけがをすることがあ
ります。

�●本製品は一般家庭用機器として設計されてい
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（基幹通信機器
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したり、人が
死亡または重傷を負うおそれがあります。

�●本製品を分解、改造、修理しないでください。�
火災や感電、故障の原因となります。

�●植込み型ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着
されている場合は、本製品を装着部から22cm以上離し
て携行および使用してください。電波により、植込み型
ペースメーカおよび植込み型除細動器の動作に影響を
与える場合があります。

�●満員電車の車内など混雑した場所では、付近に植込み型
心臓ペースメーカや植込み型除細動器を装着している
人がいる可能性がありますので、本製品を使用しないで
ください。電波により、植込み型ペースメーカおよび植
込み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。

�●医療施設の屋内では、次のことを守って使用してください。
•� 本製品は、手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監
視病室（CCU）には持ち込まないでください。
•� 病棟内では本製品を使用しないでください。ロビーな
どでも付近に医用電気機器がある場合は、本製品を使
用しないでください。
•� 医療機関が個々に使用禁止場所や持ち込み禁止場所
を定めている場合は、指示に従ってください。

�●自宅療養などで、医療機関以外の場所で植込み型心臓
ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気
機器を使用されている場合は、電波による影響について
個別に医用電気機器メーカにご確認ください。

�●航空機内や病院内など無線機器の使用が制限されてい
る場所では、本製品を使用しないでください。電子機器
や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

�●自動車やエレベータ、自動ドアなどの自動制御電子機器
に影響が出る場合は、すぐにパソコンの電源を切って本
製品を取り外してください。安全走行や安全進行を阻害
するおそれがあります。

�●乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな
部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりする
など、事故や傷害の原因となる場合があります。

注意
指示に従わなかった場合に、人が
傷害を負ったり、財産に損害を受け
たりする可能性が想定されます。

�●本製品は、直射日光のあたる場所や、ストーブやヒー
ターなど発熱する機器の近く、炎天下の車内など、高温
になるところで使用、保管、放置しないでください。機器
の変形や故障の原因となります。また、本製品の一部が
発熱してやけどの原因となったり、本製品内部が高温に
なって火災の原因となることがあります。

�

�●ほこりの多い場所や砂のある場所などで使用、保管しな
いでください。本製品内部にほこりや砂などが混入する
と、火災や故障の原因となります。

�●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に本
製品を置かないでください。落下して、けがや破損の原
因となることがあります。

�●冷暖房機の近くなど、温度変化の激しい場所に本製品を
置かないでください。結露によって、火災や感電、故障の
原因となることがあります。

�●雷が鳴り出したら、すぐにパソコンの電源を切って本製
品を取り外してください。特に屋外で使用中の場合は、
すぐに安全な場所に避難してください。落雷・感電のお
それがあります。

�●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、長時間直接肌に触れさせたり、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
原因となる場合があります。

�●本体のUIMスロットカバーや前面カバーを外したまま、
またはUSBコネクタを外側に出したまま、放置・保管し
ないでください。内部にほこりなどの異物が入って使用
した場合、火災・故障の原因となります

�●本製品をパソコンなどに接続する時は、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。ま
た、正しい方向で抜き差ししてください。誤った方向で
接続し使用を続けると、破損・故障の原因となります。

�●本製品を衣類のポケットに入れて持ち歩いたり、荷物の
詰まった袋の中に入れたりしないでください。また、本
製品の上に重い物を乗せないでください。無理な力がか
かると、破損や故障の原因となります。

�●本製品を取り扱う際は、指などを挟まないようにご注意
ください。けがなどの事故の原因となります。

�●体質によっては、本製品に使われている塗料や金属など
によってかゆみやアレルギーなどの症状が引きおこさ
れることがあります。症状が出たときはすぐに使用を中
止し、医師とご相談ください。�����������

�●周囲温度0℃～35℃で保管してください。

安全に正しくお使いいただくために 本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に正しくお使い
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。※本体に関する内容を示しています。
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製品仕様
サイズ（W×D×H） 約27×62×11mm

重量 約18g

インターフェース USB�2.0�High�Speed

無線規格 IEEE802.16e-2005
（Mobile�WiMAX�Wave2）
�WiMAX�2+

電源 DC5.0V×500mA

消費電力 2.0W（最大）

			絵記号の意味	

����警告、注意をうながす記号���������������行為を禁止する記号����������������������������������������������������������������行為を指示する記号
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発火注意
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この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）
の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭
環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ
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。

＜注意事項＞
本製品をパソコンに取り付けた状態でスタンバイ
（サスペンド、レジューム）および、休止（ハイバネー
ション）を行う、または、パソコンの再起動や電源を
入れると、正常に動作しない場合があります。
このような場合は一旦、本製品を取り付けなおして
お使いください。

使用時のご注意
本製品を安全に正しくお使いいただくため、次のような場所では
使用しないでください。
•�ほこりや振動の多い場所
•�気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
•�電子レンジなどの強い磁界を発生する装置や、ラジオ、�
��テレビなどの近く
•�電気溶接機や高周波ノイズを発生する高周波ミシンなどの近く�

�●本製品を高温の熱や直射日光に露出させないでください。ま
た、夏季に車の内部など高い温度に長時間保管または放置しな
いでください。風通しのよい所でご利用ください。
�●テレビやラジオ、コードレス電話などの近くで本製品を使用し
て、受信障害や画面の乱れ、ノイズの発生、本製品での通信障害
などが起こった場合は、それらの機器から離れた場所で使用し
てください。
�●ベンジンやシンナー、アルコール、洗剤などで本製品を拭かな
いでください。変色や変形、破損や故障の原因となることがあ
ります。汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
�●本製品や接続するパソコンの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。
�●通信中にパソコンの電源が切れたり、本製品を取り外したりす
ると、通信ができなくなったり、データが破損したりする場合
があります。重要なデータは必ず控えをお取りください。また、
通信後に元データと比較チェックしてください。
�●本製品は通信中など、ご使用状況によっては本体が温かくなる
ことがありますが、異常ではありません。ただし万一、過剰に発
熱している場合は、ただちに本製品の使用をやめてください。
�●本製品を廃棄するときは､お住まいの地方自治体の条例に従っ
て処理してください。

ご利用制限

�●本製品は日本国内でのご利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。
�●WiMAXまたはWiMAX�2+のサービスエリア外ではご使用にな
れません。
�●サービスエリア内でも、電波が伝わりにくい場所（屋内、車内、
地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など）では、通信できなかっ
たり、通信速度が低下したりする場合があります。また、高層ビ
ル、高層マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であっ
てもご使用になれない場合がありますので、あらかじめご了承
ください。
�●WiMAXまたはWiMAX�2+の電波状態や伝送速度は、建物の構造
や材質、家具の配置、使用者の移動速度などによって大きく変
動します。
�●電波状態が一定レベル以上悪化すると突然通信が途切れるこ
とがあります。ただし、電波状態の良い場所でも通信が途切れ
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IEEE802.16e-2005（Mobile�WiMAX）、WiMAX�2+�
準拠製品です。IEEE802.11（無線LAN）とは接続できません。�
また、IEEE802.16e-2004（固定WiMAX）との接続は保証いたし
ません。
�●本製品は高度な認証・暗号化技術を用いた安全な通信が可能
ですが、電波を利用するため、第三者に通信を傍受される可能
性があります。お客様ご自身の判断と責任において、お使いの
パソコンのセキュリティー設定を行うことを強くお勧めしま
す。
�●本製品での�Windowsのサポートは、次のコンピューターだけ
が対象です。
•� Windowsがプリインストールされているコンピューター
•� Capableロゴが付いているコンピューター
•� メーカーが�Windowsの利用を保証してあるコンピューター
※		自作パソコンなどはサポートしておりませんので、あらかじめご了承ください。


