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インターネット

設定マニュアル
ご用意いただくもの

■ 機器の配線方法 [ ケーブルインターネット ]
・有線モデム

① モデムの電源を入れます。② モデムとパソコンを LAN ケーブルで接続します。ルータをお持ちの場合は、
モデムとルータの WAN ポートを LAN ケーブルで接続します。③ ルータの電源を入れます。
④ ルータとパソコンを LAN ケーブルで接続します。

同軸ケーブルは
抜かないでください

ルータの動作モードは、
ルータモードにします。
設定方法は、ルータ付
属の説明書をご確認く
ださい

電源コンセント
(AC100V)
同軸ケーブル
< 無線ルータ >

<LAN ケーブル >

< パソコン・スマートフォン等の端末 >

スマートフォン

４

※無線を使用する場合で、
無線 LAN モデム ( オプシ
ョンサービス ) を取り付
けていない場合

２

タブレット

WAN

・LAN ケーブル /LAN 機器などの製品は、お客様にてご用意ください。
・100M 以上のプランをお申込の場合、1000BASE-T 対応の LAN ケーブル /LAN 機器を推奨します。

機器の配線方法
① ONU の電源を入れます。② ONU の UNI1 ポートとパソコンを LAN ケーブルで接続します。
ルータをお持ちの場合は、ONU の UNI1 ポートとルータの WAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
③ ルータの電源を入れます。④ ルータとパソコンを LAN ケーブルで接続します。

１
３

４ スマートフォン

２

UNI2 ポートは、
ケーブルプラス
電話サービス用
に使用します。

UNI2

タブレット
WAN

無線接続方法

３

ルータ ( 市販品 )

パソコン

① 無線 LAN モデムの電源を入れます。② 無線 LAN モデムとパソコンを LAN ケーブルで接続します。
※無線接続を使用される場合は、『無線接続 (SSID・セキュリティキー確認方法 )』を参照してください。

電源コンセント
(AC100V)

２

同軸ケーブルは
抜かないでください

スマートフォン
タブレット

同軸ケーブル

ONU

１

パソコン

ncm 貸出機器

モデム

ncm 貸出機器

・無線 LAN モデム

■ 機器の配線方法 [ 光インターネット ]

電源コンセント
(AC100V)
UNI1

１

無線 LAN モデム

ルータ ( 市販品 )

パソコン

ncm 貸出機器
( オプションサービス )

※市販のルータをご利用の場合は、
機器付属の説明書等よりご確認ください。

■ ケーブルインターネット / 無線 LAN モデム確認方法
無線設定を行うにあたり、「SSID（電波名）」と「セキュリティキー（パスワード）」が必要となります。下図を参考に SSID とセキュリティキーをご確認ください。
プライマリー SSID:

SSID-2.4:

BCW710j-xxxxx-G
BCW710j-xxxxx-A

S/N:

・BCW-710J2
・BCW-720J

PIN コード : xxxxxxxx

PASS KEY: xxxxxxxxxxxxx
管理用 IP:
192. 168. 0. 1

ARRIS-12345

xxxxxxxxxx

SSID-5:

・DG-6700

ARRIS-12345-A

CM MAC: xxxxxxxxxx

WiFi パスフレーズ :
xxxxxxxxxxxxx

WAN-MAC: xxxxxxxxxx

■ 各 OS の設定方法

iOS (iPad,iPhone 等 )

android OS
(1)

(2)

(1)

(2)

「設定」をタップ
します。

Wi-FI をタップ
します。

(1) Wi-Fi を「ON」にします。
(2) ネットワーク名『SSID』を
タップします。

パスワードを入力し、
「接続」をタップしま
す。

「設定」をタップ
します。

(1) Wi-Fi の「OFF」を
ネットワーク名『SSID』を パスワードを入力し、
「ON」にします。
タップします。
「接続」をタップします。
(2) Wi-Fi をタップします。

Mac OS X

メニューバーにあるアップルマークを
クリックし、『システム環境設定』を
クリックします。

『ネットワーク』をクリックします。

『Wi-Fi を入にする』をクリックし、
ネットワーク名『SSID』を選択します。

パスワードを入力します。
※パスワードは、『無線接続 (SSID・セキュリティ
キー確認方法 )』を参照してください。

Windows 10

タスクバーにある無線 LAN のアイコン

表示されたネットワーク一覧の中から、

セキュリティキーを入力し、次へをクリックします。

をクリックします。

ネットワーク名『SSID』を選択し、

※セキュリティキーは、『無線接続 (SSID・セキュリテ

接続をクリックします。

ィキー確認方法 )』を参照してください。

Windows 8/8.1

画面右下隅にマウスカーソルを合わせると、

表示されたネットワーク一覧の中から、

セキュリティキーを入力し、次へをクリックします。

チャームが表示されます。

『利用可能』をクリックします。

ネットワーク名『SSID』を選択し、

※セキュリティキーは、『無線接続 (SSID・セキュリテ

チャーム内にある『設定』をクリックします。

接続をクリックします。

ィキー確認方法 )』を参照してください。

Windows 7

タスクバーにある無線 LAN のアイコン

表示されたネットワーク一覧の中から、

セキュリティキーを入力し、OK をクリックします。

をクリックします。

ネットワーク名『SSID』を選択し、

※セキュリティキーは、『無線接続 (SSID・セキュリ

接続をクリックします。

ティキー確認方法 )』を参照してください。

困ったときは
インターネットに繋がらないときは？
●インターネットサービスがご利用できない場合には、モデム (ONU), ルータ , パソコン
の再起動を行うことで接続できる場合があります。

●メールの設定方法

●ケーブルモデムのランプ状態の確認

モデム (ONU)、ルータ、パソコンの電源を OFF にします。

https://www.cncm.ne.jp/

・モデム (ONU) 、ルータは、電源アダプタを抜くと電源が OFF になります。

お問い合わせ先

・モデム (ONU)、ルータのランプが全て消灯します。

2.

モデム (ONU) の電源を ON にします。
・モデム (ONU) のランプが点滅を開始します。起動完了するまでの間、
約 1 分程度お待ちください。

3.

●ホームページ設定方法

上記サービスの設定及び確認方法は、弊社ホームページをご参照ください。

【モデム (ONU) の再起動手順】
1.

各種インターネットサービスの設定・確認方法

ルータの電源、パソコンの電源を ON にします。
・ルータが起動完了するには、2、３分程度の時間がかかる場合があります。
・ルータ起動完了後にパソコンの電源を ON にしてください。

※上記方法にて接続できない場合は、弊社までお問い合わせください。

ncm 総合お問い合わせ窓口
TEL

095-828-0120

■受付時間 / 9:00 〜 18:00
( 土・日・祝日も受付しております）

インターネット接続に関するお問い合わせ
TEL

095-828-3920

■受付時間 / 9:00 〜 18:00
( 土・日・祝日も受付しております）

※ncm リモートサポートのお申込みは、ncm 総合お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
※表記税込金額は消費税 10％込みの金額です。消費税率の改正があった場合は改正後の税率によります。
※本マニュアルに記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

