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光回線工事完了後に、機器を接続してください。
（大）

2016年5月現在

ひかり1605BL170

（大）
※LANポート
（ 差込口 ）の表記
はお使いのパソコンの 機 種
等により異なります。

（セットトップボックス
（STW2000）
同梱）

セットトップボックス
（STW2000）
HDMIケーブル
（STW2000同梱）
（小）

（大）

※ H D M Iケーブルでの接 続が
できない場 合は、A V ケーブ
ルで接続してください。
※ST1100Rの場合も、同様の接続方法となります。

セットトップボックス（STW2000）
本体

リモコン
（1個）

TVサービスをご契約の場合にお届けします。

LANケーブル

電話サービスをご契約のお客さまへ

（小）

いまお使いの電話番号を引き続きご利用いただく
場合は、接続方法が異なります。
NTT等の加入電話またはメタルプラス電話のお客さま
本紙表面左下をご参照ください。
NTTフレッツ光（ひかり電話）のお客さま
裏面をご参照ください。

フラット型
［10m］
1本
〈その他同梱物〉
・HDMIケーブル
（1.5m、
1本）
・AVケーブル
（1.5m、
1対）
・ACアダプタ
（1対）
・リモコン用単3型乾電池
（2個）
・セットトップボックスとテレビに、
それぞれ電源コンセントが必要です。

図のような配線ができない場合は、電話ケーブル・電話機の接続はし
ないで、従来のままでお使いください。その場合は、電話番号移行が
確認できた
（裏面参照）翌日以降に、ホームゲートウェイの［電話機］に
電話機を接続してください。

〈電源コンセントの必要数〉
※とパソコンや電話機などにそれぞれ電源が必要です。
ONU（１個）、ホームゲートウェイ（１個）
またTVサービスをご契約の場合は、セットトップボックス（１個）、テレビに電源が必要です。
※電話2契約の場合はホームゲートウェイが2台必要となりますので2個のコンセントが必要です。

・ホームゲートウェイの横置き、重ね置きは
絶対にお避けください。
・各機器の電源アダプタは、専用のものを
ご利用ください。
※ONU、
ホームゲートウェイ、
セッ
トトップボックスの各機器とその電源は、
密閉したり、
機器の設置方法や使用方法を守ら
ず使用されると、
過熱の原因となり大変危険です。設置方法は、
各機器の取扱説明書でご確認ください。
※ホームゲートウェイに外付無線LANルーターを接続の場合は、
その機器のLAN側のケーブルをホームゲートウェイに
接続しないでください。

上記の配線は、auひかり電話サービスへ移行するまでの一時的な配線です。
裏面で完了時期を確認しましょう。

（小）

各 機 器 の 電 源 が 入って い な いと、a u ひ かり（ インター ネット・電 話・
T V ）は 使えませ ん 。

各機器の電源が入っていないと、auひかり
（インターネット・電話・TV）は使え
ません。

Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

※画面はWindows10を使用しています。

［スタート］
ー
［コントロールパネル］
を選びます。
※Windows 10の場合は、
［ Windows］
キーを押しながら
［X］
キーを押し、表示された一覧から
［コントロールパネル］
を選びま
す。
※Windows 8の場合は、①スタート画面の余白部分を右クリックし、左下にある
［すべてのアプリ］
をクリックします。②アプリ
一覧が表示されるので
［コントロールパネル］
をクリックします。

〈ご利用中の電話番号をそのままお使いになる場合〉
ホームゲートウェイの設置（電源投入）
からauひかり電話
サービスへの移行が始まります。このとき、電話ランプは
「 消灯 」
していますが、移行が完了すると
「 緑色点灯 」
に
変わります。

［ネットワークとインターネット］
ー
［ネットワークと共有センター］
をクリックし、
［ アダプター設定の変
更］
をクリックします。

※Windows Vistaの場合は、
［ネットワークとインターネット］
ー
［ネットワークと共有センター］
をクリックし、
［タスク］
欄の
［ネッ
トワーク接続の管理］
をクリックします。

※この間も普段どおりに電話をお使いいただけます。
※移行が完了するまでの目安は、
ホームゲートウェイの設置から約1週間
です。
ご利用中の電話会社によっては時間が掛かる場合があります。

（大）

［ローカルエリア接続］
を右クリックし、
［プロパティ］
をクリックします。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、
［はい］
または
［続行］
をクリックします。

［インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)］
を選択し、
［プロパティ］
をクリックします。
※Windows 7 / Windows Vistaの設定により表示内容が異なる場合があります。

［IPアドレスを自動的に取得する］
と
［DNSサーバーのアドレスを自
動的に取得する］
をチェックします。

［OK］
をクリックします。

［OK］
または
［閉じる］
をクリックします。

［ネットワークとインターネット］
に戻り、
［インターネットオプション］
をクリックします。

セットトップボックス（STW2000）
1 テレビの電源を入れてください。

（STW2000）
のACアダプタを電源コンセントに接続すると起動し、
初
2 セットトップボックス
回設定画面が表示されます。画面の案内、
指示に従って操作、
設定を行ってください。
※初回設定画面は、
次回起動時は表示されません。

（大）

※Windows Vistaの場合は、
［ネットワーク接続の管理］
画面を閉じ、
［ネットワークと共有センター］
画面にて、
［ 関連項目
欄］
の
［インターネットオプション］
をクリックします。

［接続］
タブをクリックし、
リストにダイヤルアップの設定がある場合は
［ダイヤルしない］
を選びます。
［OK］
をクリックします。

リモコンの「IPTV」ボタンを押した後、画面の案内に従って操
3 ネットワークに接続され、
作し
「auひかり」
ボタンを押していただくと多チャンネル放送視聴画面が表示されます。
※詳細は、
セットトップボックスに同梱のガイド等をご確認ください。
以上でTVサービスのご利用が可能です。
・セットトップボックスの電源が入ると自動的に時刻が現在の時刻に修正されます。
・ネットワークに接続できなかったときは、
電源コンセントを抜き、
LANケーブルの接続を再確認して電源コンセントを再挿入してください。

MacOS X 10.11
セットトップボックス
（STW2000）

※画面はMacOS X 10.11を使用しています。

アップルメニューの
［システム環境設定］
を開き、
［ネットワーク］
アイコンを選びます。

［Ethernet］
を選択し、
［IPv4 の設定］
を
［DHCPサーバを使用］
を選びます。

ステータスランプ

予約／録画ランプ
※予約なしの場合

［DNSサーバ］
は表示されたまま変更せず、
［ 検索ドメイン］
が
空白になっていることを確認します。
［適用］
をクリックし、
ウィンドウを閉じると設定は完了です。
※設定を変更しなかった場合は
［適用］
ボタンが有効になりません。
その場合は、
そのま
まウィンドウを閉じてください。

電源ランプ

※ECOスタンバイ中は赤色点灯、
標準スタンバイ中は橙点灯しています。

（小）
記載の無いOSについては上記を参考に設定してください。

図のような配線ができない場合は、従来のままでお使いください。
その場合は、電話番号移行が確
認できた
（右記参照）
翌日以降に、
ホームゲートウェイの
［電話機］
に電話機を接続してください。
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