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注意事項

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、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載し
ていますので、必ずお守りください。

本製品や電源アダプターに重いものを乗せたり、熱器具を近づけたり、引っ
張ったり、修理、分解、改造しないでください。また、電源アダプターを接続した
状態で、重いものを乗せたり、接続部に無理な力を加えないでください。電源ア
ダプターの設置時は、本製品の近くにあるコンセントをご使用ください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。また、改造等を施された本機
器を使用した場合は、電波法に抵触しますので、絶対に行わないでください。

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつ
や布団の中、テレビ台、本棚など密閉された場所、直射日光の当たる場所） で
使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

コンセントをショートさせないでください。また、コンセントに電源アダプター
を抜き差しするときは、金属製品（ネックレス、ヘアピン、鉛筆の芯など）を接触
させないよう注意し、差し込むときは確実に差し込んでください。確実に差し
込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。火災、やけど、けが、感
電などの原因となります。

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、感電な
どの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、ペットの尿など）で濡らさないでください。火災、や
けど、けが、感電などの原因となります。

本製品に当社の指定する機器以外は取り付けないでください。電源アダプ
ター・ケーブル類は必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対に使用し
ないでください。また、付属の電源アダプターは、他の製品に使用しないでくだ
さい。機器故障、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。機器故障、火災、
やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中に、テーブルクロスなどの布やレースなどで覆ったり、包んだりしない
でください。また、梱包箱やビニール袋に入れたまま使用したり、押入れ、本棚
に入れたり、本製品と同じような電子機器を横に並べて使用しないでくださ
い。火災、やけどなどの原因となります。

本体を横に倒して設置しないでください。通信エリアが狭くなるほか、故障の
原因となります。

電源アダプターを本製品やコンセントから抜くときは、電源アダプターのコー
ドを引っ張るなど無理な力を加えず、電源プラグ（差し込み部）を持って抜い
てください。電源アダプターのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけ
ど、感電などの原因となります。

使用中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形、破損などの異常がみられた場合
は、電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本製品および付属品を掃除する際は、電源アダプターをコンセントから抜き、
乾いた布をご使用ください。化学洗剤、パウダー、その他揮発性・引火性のあ
る化学薬剤（アルコールやベンジン）を使用すると、機器故障や火災の原因と
なる場合があります。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、ペットの尿など）や異物が入った場合は、直ちにコ
ンセントから電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。また、水など
が直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用は絶対にしないで
ください。火災、やけど、感電などの原因となります。

濡れた手で本製品、電源アダプターのコードや接続ケーブルに触れないでくだ
さい。火災、やけど、感電などの原因となります。

電源アダプターとコンセントの間のほこり・ごみは、定期的に（半年に1回程
度） 取り除いてください。また、電源コードもあわせて定期的に点検していた
だき、曲がり、ねじれ、傷などがないか確認してください。使用中に電源アダプ
ターのコードの一部が熱かったり、折り曲げ傷があったりする場合は、すぐに
使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使
用すると、火災などの原因となります。

ペットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。発火、破裂、発熱に
より、火災、やけど、けがなどの原因となります。

落雷のおそれがあるときは、雷が発生する前に電源アダプターやモジュラー
ケーブルを抜いてください。雷が鳴り出したら、本製品や電源アダプター、接続
ケーブルには触れないでください。感電などの原因となります。

電源アダプターのコードを束ねることや、許容量以上の配線はおやめくださ
い。また、たこ足配線のコンセントに差し込まないでください。火災などの原因
となります。

本製品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでくださ
い。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生す
るおそれがあります。

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、装着部から本機器を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。

医療機関などでは、以下を守ってください。本製品の電波により医用電気機器
に影響を及ぼすおそれがあります。
・手術室、集中治療室（ICU など）、検査室、治療室、診察室では、本製品を使
用しないでください。
・待合室、ロビー、食堂、廊下、エレベーターホールなど、近くに医用電気機器が
あるときは本製品を使用しないでください。また、医用電気機器を使用して
いる患者が近づく可能性がある場所では、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、持ち込み禁止などの場所を定めている場合
は、その医療機関の指示に従ってください。

危険… 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」内容です。

警告… 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」内容です。

詳しい注意事項はWebページをご覧ください。
ht t ps: //r 10.to/hbk nIE

Rakuten Casaに関するよくあるご質問
お困りのときや、ご不明な点があるときは、
Webをご確認ください。

電波改善  および  Rakuten Casaに関するお問い合わせ

TEL：0800-805-0400（9:00～18:00／無休／通話料無料）
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※Rakuten,Rakuten Mobile,Rakuten Casaと関連するマークおよびロゴは、楽天グループ株式会社の商標または登録商標です。 ※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ※QRコー
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本体と付属品

ご利用方法
各部の名称

Rakuten Casa 本体 LANケーブル

電源アダプター クイックスタートガイド

クイックスタートガイド

電源コネクター

WANポート

LANポート

LTEリセット

Wi-Fiリセット

※リセットボタンを押すときは先が細いピンなどをご利用ください。

Power WAN LTE Wi-Fi

接続方法

クイックスタートガイド

●本体底面のラベルや同梱のシールのQRコードを読み取って、
アプリに本体情報をかんたん登録
●アプリ画面にQRコードを表示して、かんたんWi-Fi接続共有
●SSIDやパスワードの新規作成・変更
●Rakuten CasaのWi-Fiネットワークの接続テスト

■ Rakuten CasaのWi-Fi機能を利用する ■ Rakuten CasaアプリでWi-Fi機能を便利に使う

iOS版

アプリ
ダウンロード
はこちら

Rakuten Casaアプリの
使いかたはWebで
ご案内しています

Android版

❶ルーターの設定を確認する

※IPv6プロトコルを通過する機能、または同等の機能

接続情報（初期値） … SSIＤ：Wi-Fiネットワーク名 ／ 暗号化キー（暗号キー）：Wi-Fi接続時に入力するパスワード

❹my 楽天モバイルアプリで楽天回線エリアに接続していることを確認する

❷本体の黄色のWANポートとルーターのLANポートを付属のLANケーブルで接続する

ルーターの
詳細はこちら

LANケーブル

Rakuten Casa

Power LAN WAN

ルーター
（ONU一体型）

●インターネット回線（有線）が直接
　ルーターにつながっている場合

ルーター
（ONU分離型） Rakuten Casa

LANケーブル

Power LAN WAN

●インターネット回線（有線）がONUを介して
　ルーターにつながっている場合

宅内の光コンセントから光ケーブル（光
コード）で接続する、光回線の終端装置の
こと。複数の機器で同時にインターネット
に接続できるようにするには、ONUに
ルーターを接続する必要があります。

ONUとは？

本体底面のラベル

紛失を防ぐため、Rakuten Casa本体等に貼ってください

初期値は２～９A～Z(大文字、I&Oを除く）を使用

暗号キー

SSID

Rakuten-Casa-XXXXX

XXXXXX
かんたん接続用QRコード

同梱のシール

紛失を防ぐため、Rakuten Casa本体等に貼ってください

初期値は２～９A～Z(大文字、I&Oを除く）を使用

暗号キー

SSID

Rakuten-Casa-XXXXX

XXXXXX
かんたん接続用QRコード

Rakuten CasaのWi-Fiに接続する場合は、
本体底面のラベルまたは同梱のシールに記載されている「接続情報」をご覧ください。

Rakuten Casaアプリを使うと、Rakuten CasaのWi-Fi機能を
スマートフォンから管理・操作できます。

　

❸本体を起動する

インジケーターの点滅が下のように変わったら
ご利用可能です。

5～15分　

本体に電源アダプターを接続し、プラグを
コンセントに挿すと電源が入ります。

インジケーターの
詳細はこちら

Power WAN LTE Wi-Fi

Power WAN LTE Wi-Fi

緑点灯緑点灯  または
緑点滅

緑点滅緑点灯

Power WAN LTE Wi-Fi

Power WAN LTE Wi-Fi

緑点滅緑点滅緑点滅緑点灯

●VPN（IPSec IKE）パススルー機能を搭載したルーターをご利用の場合は、
モード設定を「NATモード」にしてください。
●IPv6対応ルーターをご利用の場合は、IPv6ブリッジ機能※を有効にしてください。

屋内の湿気が少ない環境で、正面に遮蔽物のない硬く平らな場所に設置してください。
電波を放出する機器の近くに設置しないでください。（電子レンジ、冷蔵庫、スピーカーなど）

インジケーター

※アプリでの確認は、現在Android版のみ可能です。iOS版は2021年9月ごろに対応予定です。

※Rakuten Casa本体側は、必ず黄色のWANポートに接続してください。青色のLANポートに接続してもインターネットにつながりません。
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