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HGJ310

セットアップガイド

このたびはケーブルテレビ局にご加入いただきありがとうございます。
製品を安全に正しくお使いいただくために、本書をよくお読みになりご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管し、必要なときにお読みください。

本書では、お使いのネットワーク機器
（パソコン、スマートフォンなどの携帯
端末、ゲーム機など）との接続のしかた
について説明しています。
機器により接続および操作のしかたが
異なりますので、ご利用の機器に合わ
せて各説明をご覧ください。

パソコンとつなぐ
●
●
●

表面

Windows 10
Windows 7/Vista
Mac OS X

スマートフォンなどの携帯端末とつなぐ
●
●

中面

中面

各部のなまえ

1

①
②
④
イーサネットポート

2

⑤

⑥
⑦
⑧

同軸ケーブルポート
リセットボタン
電源端子

3

WPSボタン

③US

④ONLINE
（オンライン）

⑤ETHERNET
（イーサネット）

⑥2.4G

⑦5G

⑧WPS

状態

機
電源がオンです。

赤 点灯

低電力の状態です。

消灯

電源がオフです。

緑 点灯

ダウンストリームの複数チャンネルを使います。
ダウンストリームのスキャニングの進行中です。
ソフトウェアのアップデート中です。

橙 点灯

ダウンストリームの単一チャンネルを使います。

消灯

RF信号がありません。

緑 点灯

アップストリームの複数チャンネルを使います。

緑 点滅

電圧
AC100V

雷が鳴っているときは本体やACアダプ
ター、プラグに触らない

注意

禁止

異常が起きたときは使用をただちに中止する

感電の原因となります。

火災や感電事故の原因となります。
次のような症状が現れた場合、電源を切ってAC
アダプターをコンセントから抜いた後、ケーブル
テレビ局までご連絡ください。
・ おかしい音やにおいがする、煙が出る
・ 内部に水や異物が入った
・ 本機の一部が壊れた
・ 正常に動かない
・ ACアダプターやプラグが壊れた
・ ACアダプターの一部が特に熱い
・ 本機を落としてしまった

注意

本 機 は 日 本 国 内 用 で す 。交 流 1 0 0 ボ ル ト
（AC100V）の家庭用電源コンセントにつないで
ください。他の電源電圧を使うと火災や感電の危
険が生じます。

差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災
の原因となります。

お手入れの際は

火災や感電の原因となります。
・ 本機の上やそばに水が入っている容器を置か
ない
・ 浴室などの水のかかるおそれのある場所では
使用しない
・ 窓際に置く場合は雨や雪、結露に注意する

分解禁止

プラグを
抜く

注意

禁止

火災や感電の原因となる場合があります。

他の電気機器とつないで使用する場合は、
接続機器の安全事項も守る
必ず守る

注意

機器に損傷を与える場合があります。

■電波障害に関するご注意

設置や接続、移動の際は
水平で安定した、なるべく低い場所に縦置
きする
禁止

感電の原因および保証対象外となります。故障や
内部を点検するときは、ご加入のケーブルテレビ
局にご相談ください。

感電事故を防ぐため、アンテナケーブルを
本体へ接続したりはずしたりするとき、あ
るいは本機を移動するときには、必ずACア
ダプターをコンセントから抜く

湿気やほこりが多い場所、油煙や水蒸気の
ある所には置かない

長期間ご使用にならない場合やお手入れの
際にはACアダプターを抜く

本体を分解しない

内部に水が入らないようにする
水ぬれ
禁止

注意

ぬれた手でACアダプターを触らない

ご使用の際は

感電の原因となります。

禁止

湿気等で絶縁不良となり火災の原因となります。
ACアダプターを抜き、
乾いた布で拭いてください。

ACアダプターは根元まで確実に差し込む

本製品は縦置き専用です。高い場所への設置や、
上部に重いものを乗せると転倒・落下によるケガ
の原因となります。

風通しの良い、涼しい場所に置く
禁止

Windows 7/VIsta の場合

1

タスクトレイ（デスクトップ右下）の
「ネットワーク」アイコンをクリック
します。

この装置は、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。
VCCI-B

本機内部温度の上昇は動作異常や故障の原因と
なる場合があります。
・ 床に接した面以外に10cm以上の空間を確保する
・ 本機の放熱用の穴をふさがない
・ 暖房器具から離す、直射日光を当てない

アップストリームの単一チャンネルを使用します。

消灯

RF信号がありません。

緑 点灯

インターネットにアクセスできます。

赤 点滅

RF信号がありません。

緑 点滅

インターネットにアクセスできません。

緑 点灯

最大10/100 MbpsでのLAN接続です。

橙 点灯

最大1000 MbpsでのLAN接続です。

消灯

LANは接続されていません。

緑 点灯

WLAN が2.4GHz帯域で有効です。

緑 点滅

データトラフィックが発生しています。

消灯

WLANが無効です。

緑 点灯

WLANが5GHz帯域で有効です。

緑 点滅

データトラフィックが発生しています。

消灯

WLANが無効です。

緑 点灯

WPS機能を使用できます。

緑 点滅

WPSの設定中です。

消灯

WPS機能を使用できません。

2.4G SSID：HUMAX-○○○○○
5G SSID：HUMAX-○○○○○-A

2.4G SSID：HUMAX-○○○○○
5G SSID：HUMAX-○○○○○-A

※ お客様ご自身でネットワークSSIDを変更
された場合は、設定されたSSIDが表示さ
れます。

※ お客様ご自身でネットワークSSIDを変更
された場合は、設定されたSSIDが表示さ
れます。

3

ネットワークセキュリティキーを入
力する画面が表示されます。

※ お客様ご自身でネットワークSSIDを変更
された場合は、設定されたSSIDが表示さ
れます。

3

ネットワークセキュリティキーを入
力する画面が表示されます。

ネットワークセキュリティキーを入
力する画面が表示されます。
製品左側面のラベルに記載されている
「PASS KEY」
（13桁の英数字）を入力し、
「このネットワークを記憶」にチェック
が入った状態で「接続」をクリックしま
す。

【本体左側面】
ラベル
貼付位置

※ お客様ご自身で「PASS KEY」を変更され
た場合は、設定された「PASS KEY」を入力
してください。

3-1 表示された画面に「ルーターのボタンを押
すことによっても接続できます。」の表示
（右図参照）がある場合、本製品のWPSボ
タンを押すだけで接続設定ができます。
WPSボタンを１秒以上押し続け、その後
ボタンを離すとWPS機能が動作します。
（動作中は製品正面の「WPS」ランプが点
滅します。）

【本体正面】

WPSボタン

【本体左側面】

3-2 製品左側面のラベルに記載されている

「PASS KEY」
（13桁の英数字）を入力し、
「OK」をクリックします。

ラベル
貼付位置

※ お客様ご自身で「PASS KEY」を変更された
場合は、設定された「PASS KEY」を入力し
てください。

※ お客様ご自身で「PASS KEY」を変更された
場合は、設定された「PASS KEY」を入力し
てください。

4

タスクトレイ（デスクトップ右下）の
「ネットワーク」アイコンを再度ク
リックして、
「 接続」と表示されてい
れば接続完了です。

4

【本体正面】

WPSボタン

※ お使いのパソコンが「IEEE802.11g/b」およ
び「IEEE802.11a」両対応の場合、どちらか
一方の規格でのみWPS接続が使用できま
す。接続しようとしているSSIDでWPS接続
ができない場合は、パソコンを再起動して再
度お試しください。

※ お使いのパソコンが「IEEE802.11g/b」お
よび「IEEE802.11a」両対応の場合、どちら
か一方の規格でのみWPS接続が使用でき
ます。接続しようとしているSSIDでWPS
接続ができない場合は、パソコンを再起動
して再度お試しください。

4

もう一度Wi-Fi（
）アイコンをク
リ ッ ク し 、表 示 さ れ た ワ イ ヤ レ ス
ネットワークのリストから、接続す
るネットワークSSIDをクリックし
ます。

2.4G SSID：HUMAX-○○○○○
5G SSID：HUMAX-○○○○○-A

➡ 本製品の「WPSボタン」を押して
接続する【3-1へ】
➡ セキュリティキーを入力して
接続する【3-2へ】

WPSボタンを１秒以上押し続け、その後
ボタンを離すとWPS機能が動作します。
（動作中は製品正面の「WPS」ランプが点
滅します。）

タスクトレイ（デスクトップ右下）の
「ネットワーク」アイコンを再度ク
リックして、
「 接続済み」と表示され
ていれば接続完了です。

デスクトップ右上のWi-Fi（
）ア
イコンをクリックし、
「Wi-Fiを入に
する」をクリックします。

本製品のネットワークSSIDは、製品左側
面にあるラベルに記載されています。

接続方法は２通りあります。
下記いずれかの手順で設定を進めてく
ださい。

押して接続することもできます。」の表示
（右図参照）がある場合、本製品のWPSボ
タンを押すだけで接続設定ができます。

「PASS KEY」
（13桁の英数字）を入力し、
「次へ」をクリックします。

2

表示されたワイヤレスネットワーク
の一覧から接続するネットワーク
SSIDを選び、
「接続」をクリックしま
す。
本製品のネットワークSSIDは、製品左側
面にあるラベルに記載されています。

3-2 製品左側面のラベルに記載されている

1

タスクトレイ（デスクトップ右下）の
「ネットワーク」アイコンをクリック
します。

本製品のネットワークSSIDは、製品左側
面にあるラベルに記載されています。

3-1 表示された画面に「ルーターのボタンを

ソフトウェアのアップデート中です 。

橙 点灯

2

表示されたワイヤレスネットワーク
の一覧から接続するネットワーク
SSIDを選び、
「接続」をクリックしま
す。

➡ 本製品の「WPSボタン」を押して
接続する【3-1へ】
➡ セキュリティキーを入力して
接続する【3-2へ】

アップストリームのスキャニングの進行中です。

Mac OS X の場合

※「ネットワーク」アイコンは、▲［隠れてい
るインジケーターを表示します］ボタンの
中に隠れている場合があります。

接続方法は２通りあります。
下記いずれかの手順で設定を進めてくだ
さい。

能

緑 点灯

緑 点滅

禁止

ACアダプターのほこりは定期的に掃除する

火災や感電の原因となります。

交流100V以外では使用しない

本機の電源は必ず付属の専用ACアダプ
ターを使用し、他のACアダプターは使用し
ない
また、本機に付属のACアダプターは他の製
品には使用しない

絵表示の例

内部に金属類や燃えやすい物を入れない

コンセントや配線器具の定格を超えるようなタコ
足配線をしないでください。

接触禁止

※「ネットワーク」アイコンは、 ［隠れてい
るインジケーターを表示します］ボタンの
中に隠れている場合があります。

③

②DS

コードの損傷は火災や感電の原因となります。
このような事故を防ぐためには次のような注意
事項を守ってください。
・ コードやプラグを勝手に分解しない
・ コードを無理に折り曲げない
・ コードの上に物を置かない
・ コード表面のビニールが溶けるのを防ぐため、
電熱機器に近づけない
・ ACアダプターを抜くときはコードを無理に
引っ張らず、プラグを持って抜く

禁止

Windows 10 の場合

背面

（動作状態については下表を参照）

①POWER
（電源）

ACアダプターのコードやプラグを傷つけ
ない

人が傷害を負う可能性および物的損害
のみの発生が想定される内容。

記号は禁止行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は
分解禁止）が描かれています。

禁止

電源プラグや電源コードは

タコ足配線をしない

パソコンと本機を接続する

インジケーター（LED）
部

LED

警告
注意

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げ
るものです。図の中に具体的な指示内容（左図の
場合は AC アダプターをコンセントから抜いて
ください）が描かれています。

Android 端末
iPhone/iPad

WEP 認証でつなぐ

正面

安全上のご注意

かん
たん!

無線 LAN 内蔵ケーブルモデム

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの
うえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い
いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に
防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を
明示するために、誤った取り扱いをすると生じること
が想定される内容を「警告」
「注意」の２つに区別して
います。いずれも安全に関する重要な内容ですので、
必ず守ってください。

デスクトップ右上のWi-Fi（
）ア
イコンをクリックし、SSIDの前に
チェックマーク（✓）が表示されてい
れば接続完了です。

【本体左側面】
ラベル
貼付位置

スマートフォンや
タブレットの接続
WEP認証での接続

裏面

を
ご覧ください

については

免責事項
・本書の内容の一部または全部を許可なしに無断で転載することは禁止されています。
・本書の内容につきましては、予告なしに変更することがあります。
・本製品を運用した結果、または本書に記載されている情報から生じた影響につい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。
・本書の著作権は、株式会社ヒューマックスジャパン（HUMAX JAPAN Co.,Ltd.）に帰属しています。
商標について
・
「Windows 10」、「Windows 7」、「Windows Vista」、「Internet Explorer」は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標
または登録商標です。
・
「Mac OS Ⅹ」、「iPad」、「iPhone」は Apple Inc. の商標または登録商標です。
・iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・「Android」は Google Inc. の商標または登録商標です。

