
データ通信サービス モバイルLTE(AtermMR04LN)

ご利用内容のご案内

モバイル設定情報

お電話によるお問い合わせ 0120-409-500
受付時間 9:00-12:00、13:00-17:30（土日祝日および年末年始は除く）

関連インフォメーション

SIMカードは、本商品の提供にあたり、お客様に貸与されるものです。
ご使用済みのSIMカードは当社にご返却ください。

返却先

〒220-8668 
神奈川県横浜市西区みなとみらい6-1
富士ゼロックス(株) データ通信サービス SIM返却係宛
※送料はお客様負担となります。あらかじめご了承ください。
※紛失・破損などの場合はお問い合せ窓口までご連絡ください。

お問い合わせ窓口について

ご使用済みのSIMカードについて

D4MR04LN_V01.3b

お問い合わせの際は【お申込み回線情報に関するご案内】に記載されている「お客様番号」
と「契約回線番号」をご準備ください。

●お申込み内容、ご利用サービスについてのお問い合わせ ●故障についてのお問い合わせ
●通信端末などの設定方法についてのお問い合わせ

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
このたびは、弊社サービスをお申し込みいただきまして、誠にありがとうございます。
お申し込みいただきましたサービスについて、下記の設定でサービスの開始をお願い致します。

約款情報URL （約款情報を案内しています）

工事・故障URL（工事情報、故障情報などを案内しています）

http://www.fujixerox.co.jp/support/service/data_communication/

http://www.fujixerox.co.jp/support/service/data_communication/
agreement.html /

APN lte-ocn.ntt.com

認証ID w60085eh@bizmc.ocn.ne.jp

認証パスワード KSCCpY26

認証モード PAP

PDPタイプ IP



Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

本書の内容は2015年10月9現在のものです。

お客様相談センター フリーダイヤル 0120-27-4100 
土、日、祝日および当社指定休業日を除く、9時～12時、13時～17時
フリーダイヤルは、携帯番号、PHSおよび海外からはご利用いただけません。
また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。

※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

〒220-8668 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-1
http://www.fujixerox.co.jp/
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< 端末機器、SIMカード 保証規定 > 

1．（保証期間）
端末機器およびSIMカード（以下、本規定において「本製品」といいます）の保証期間は、本製品の通信開通日から
1年間です。

2．（保証の対象外）
前項にかかわらず、本製品に付属する各種アダプタ、その他消耗品は保証の対象外となり、本規定の適用はありま
せん。 ※リチウムイオン電池は消耗品です。

3．（無償修理・交換）
本製品が、各種マニュアルおよび本体ラベル等の注意事項にしたがった正常な使用状態で使用したにもかかわらず
故障した場合、保証期間内に限り、無償修理または交換します。

4．（有償修理・交換）
保証期間内であっても、以下に該当する場合は、有償での修理または交換となります。
・ご購入後の輸送、移動、落下等による故障または損傷
・不当な修理、改造、または異常電圧に起因する故障または損傷
・火災、地震、水害、落雷等の天災事変もしくは盗難、水濡れ、水没等による故障または損傷
・ 故障の原因が本製品以外にある場合
・ 仕様の変更
・ファームウェアのアップデートに起因する故障または損傷 。SIMカードの外観に、反り・ねじれ・破損等が明ら
かに認められ、かつカードテスターにより正常な動作を確認できない場合

5．（付随的損害の免責）
本製品の故障、誤動作または不具合等によって生じた付随的損害については、富士ゼロックス株式会社
（以下「当社」といいます）は一切責任を負わないものとし ます。

6．（適用地域）
本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

＊本規定は、保証期間内において上記条件による無償修理または交換をお約束するものであり、お客様の法律上の
権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な点がありましたら、当社ヘルプ
デスクにお問い合わせください。

故障修理規定

1． この規定はデータ通信サービス利用規約に基づき、同規約に定義する端末機器、SIMカード（以下「本製品」といいま
す）の修理について適用されます。

2． 修理の流れ
（1）本製品の修理に関するご依頼またはお問い合わせは、富士ゼロックス株式会社（以下「当社」といいます）の

データ通信サービスヘルプデスク（本規定末尾に記載）までお願いいたします。

（2）本製品の修理を依頼される場合には、当社データ通信サービスヘルプデスクにお問い合わせの上お送りください。
この場合の送料はお客様のご負担になります。

（3）本製品をご返却する際の送料は当社にて負担いたします。

（4） 修理の前後を問わず、製品の輸送中、当社の責めによらず製品が滅失・毀損した場合には、当社は責任を負い
かねますので、あらかじめご了承ください。

3． 修理費用
有償修理となる場合は、修理料金表に基づき修理費用を申し受けます。
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● 商標および登録商標について

•Xi、FOMAは株式会社NTTドコモの登録商標です。

• Microsoft, Windows, Windows2000, WindowsXP, Windows7, Windows８，

Internet Explorerは米国及びその他の国における

米国Microsoft Corporationの登録商標です。

- Windowsの正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。

- Internet Explorerの正式名称はMicrosoft® Internet Explorer Internet browserです。

• Macintosh, Mac, Apple, iPad, iOS, Safariは米国および他の国々で登録されたApple Inc.

の商標です。

• AndroidはGoogle Inc.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。

• フリーダイヤルはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

• その他、記載された商品名及び会社名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

• 本文中の各社登録商標または商標には一部®マーク等は表示しておりません。



ご使用になる前に

●主なディスプレイ表示とLEDステータスランプ表示の見方
以下、主なボタンやポート、ディスプレイ表示の説明です。
その他、詳細については、各機器に付属のつなぎかたガイド等の説明書を参照してください。
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[本体]-----------------------------------------------------------------------------

[クレードル]-------------------------------------------------------------------------

専用クレードル背面にイーサーネットポート、

ACアダプタポートがあります



以下、主なステータスアイコンの説明です。その他、詳細なステータスアイコンについては、
各機器に付属のつなぎかたガイド等の説明書を参照してください。

■Aterm MR04LN  本体アイコンについて
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ご使用になる前に

名称 表示 状態 説明

電波受信レベル

点灯 LTE/3G/GPRS／公衆無線LANの信号の強度を3段階で表示

消灯 LTE/3G/GPRS機能が停止中（※1）で、かつ公衆無線LANでインターネット接続ができないとき

点灯 LTE/3G/GPRS／公衆無線LANでインターネット接続ができないとき

接続状態

点灯 LTEでインターネットに接続しているとき

通信時は

送信時
（緑色）

受信時
（赤色）
表示

点滅 LTEでインターネットに接続処理中

点灯 3Gでインターネットに接続しているとき

点滅 3Gでインターネットに接続処理中

点灯 GPRSでインターネットに接続しているとき

点滅 GPRSでインターネットに接続処理中

点灯 公衆無線LANでインターネットに接続しているとき

点滅 公衆無線LANでインターネットに接続処理中

microSIMカードの状態

点灯 PINロック中/PUKロック中/PIN未承認状態 （数字はmicroSIMスロット番号）

点灯 microSIMカード未挿入または未認識状態 （数字はmicroSIMスロット番号）

点灯 microSIMカードを認識 （数字はmicroSIMスロット番号）

（※2） 点灯 国際ローミング状態 （数字はmicroSIMスロット番号）

有線接続の状態

点灯 LAN側をUSBで接続しているとき

点灯 LAN側を有線LANで接続しているとき

Bluetoothの状態

点灯 Bluetoothがオンのとき （右下の数字は接続台数）

消灯 Bluetoothがオフのとき

無線LANの状態

点灯 LAN側無線LANが2.4GHz帯で動作中のとき （右下の数字は接続台数）

点灯 LAN側無線LANが5GHz帯（屋外）で動作中のとき （右下の数字は接続台数）

点滅 チャネル利用開始前のレーダー確認中

点灯 LAN側無線LANが5GHz帯（屋内）で動作中のとき （右下の数字は接続台数）

電池状態

点灯 電池残量を6段階で表示

点灯 充電中

点灯 電池状態を6段階で表示（ECOモード中）

点灯 充電中（ECOモード中）

（※1） ユーザ設定やデータ通信量管理機能などで通信機能が停止されているとき
（※2） 国際ローミング使用時のみ



接続方法のご案内

（WiFiルータータイプ AtermMR04LN用）
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1 設定の準備(電源ON/OFF)

② 電源のONは、本製品の電源ボタンで行います。

① 充電池カバーを取り外し、バッテリーを取り付け、裏蓋を閉めます。
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①-1
充電池カバーの切り欠き部に親指をかけ
て取り外します。 辺りを軽く押さえな
がら取り外すと、取り外ししやすくなり
ます。

①-２
充電池パックを奥までスライドさせて押
し込みます。 本商品と充電池パックの
端子部を合わせてください。

①-3
充電池カバーを取り付けます。 つめが
カチッとなるまで押し込んでください。

電源ボタ
ン

本製品のディスプレイに[NEC]と表示されるまで、
電源ボタンを長押しをして電源をONにします。

電源のOFFは、電源ボタンを長押しします。
電源オプションが表示されたら、「電源OFF」をタップしてください。

補足

はじめて電源を入れる場合、「設定ウィザード」および「メンテナンスバージョン
アップ機能に関する許諾について」画面が表示されますので、以下の通り、画面を進
めてホーム画面を表示させてください。

設定ウィザードを

開始しますか?

はい

いいえ

③

メンテナンスバージョンアップ

機能に関する許諾について

メンテナンスバージョンアップ

機能は、本商品のソフトウエア

に重要な更新があった場合に、

インターネットを介して自動で

バージョンバップする機能です。

「重要な更新」とは、NECプラッ

トフォームズ株式会社（以下「
< 戻る OK

した場合、セキュリティ上の不

具合を改善するような重要なソ

フトウエアの更新であっても、

自動的にバージョンアップは行

いません。改善前のソフトウエ

アをそのまま使用し続ける場

合、悪意のある第三者から不

正なアクセスをされる危険が残

る可能性があります。

< 戻る OK

「メンテナンスバージョンアップ機能に関する許諾

について」は、文書の終わりまでスクロールしない

と[OK]ボタンはタッチできません。

12:34

DATA
BATT

「いいえ」を選びます ホーム画面です



2 SSIDと暗号化キーの確認

※セカンダリSSIDの場合、ご利用開始時では無線機能が無効なため表示されません。
表示するには、設定メニューの＜セカンダリ＞を「ON」にしてセカンダリSSIDの無線
機能を有効にする必要があります。
※SSID/暗号化キー表示機能を無効にしている場合は、SSID、暗号化キーは"********"
で表示されます。

① 本製品のディスプレイの

[情報] → [端末情報] → [無線LAN情報] をタップします。
[無線LAN情報]に記載されている、SSIDおよび暗号化キーを確認してください。
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3
Windowsパソコンとの無線接続
(Windows8.1/8の場合)

① パソコンの無線(ワイヤレス)機能を有効

にし、ワイヤレスネットワークのアイコ
ンにカーソルを合わせて、クリックしま
す。

② 本製品のディスプレイの

[設定] → [簡単無線設定] → [WPS]
をタップします。

③ パソコンのネットワークの一覧の中か

ら、本製品のネットワーク名(SSIDが
表示されます）を選択し、［接続］を
クリックします。

④ 本商品のディスプレイ側の［OK］を

タップします。
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⑤ パソコンに「ルーターのボタンを押し

ても接続できます」と表示されたら、
本商品のディスプレイに表示されてい
る「WPS」ボタンをタップします。本
商品ディスプレイの[POWER]が緑／
橙の交互点滅をします。
※「ネットワーク セキュリティキー」は入力不
要です。
※パソコンの共有についての選択画面が表示さ
れた場合は、「はい、共有をオンにしてデバイ
スに接続します」をクリックしてください。

⑥ 次の画面が表示されるので「終了」を

タップします。



4 Android端末との無線接続

① Android端末を起動し、

[設定] をタップします。

② [Ｗｉ-Ｆｉ]を「ＯＮ」にしてから、

[Ｗｉ-Ｆｉ]をタップします。

③ 本製品のネットワークSSIDをタップし

ます。

④ 本製品の暗号化キー(半角小文字)を入力

し、接続をタップします。
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⑤ ステータスバーに、下記のアイコンが表

示されたら、Ｗｉ-Ｆｉ接続は完了です。



5 ｉＰａｄとの無線接続

① ｉＰａｄを起動し、

[設定]→[Ｗｉ-Ｆｉ] をタップします。

② [Ｗｉ-Ｆｉ]を「ＯＮ」にして、本製品

のネットワーク(ＳＳＩＤ)をタップしま
す。

③ 「パスワード」に本製品の暗号化キー

(半角小文字)を入力し、[Ｊｏｉｎ]を
タップします。

④ ステータスバーに、下記のアイコンが表

示されたら、Ｗｉ-Ｆｉ接続は完了です。
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６ 設定と接続

① Aterm MR04LNの接続画面を表示し

ます。
Ｗｉ-Ｆｉで接続している端末におい
てブラウザを起動し
「http://aterm.me/」 または
「http://192.168.179.1」 に接続し
てください。

② 管理者パスワードの初期設定を行います。

[パスワード]及び[パスワード再入力]欄
に任意の文字列を入力し、[設定]をタッ
プします。

③ [名前]または[ユーザ名]に「admin」

を入力し[パスワード]には(２)で設定
した「管理者パスワード」を入力し、
[ログイン]をタップまたは[ＯＫ]をク
リックします。
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クイック設定Ｗｅｂの起動



6 設定と接続
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パソコンをご利用の場合

① [基本設定] → [接続先設定(ＬＴＥ/３Ｇ)]

をクリックしてください。

② 画面右上の[対象SIMを選択]が[SIM1]になっ

ていることを確認し、接続先設定一覧から最

上段「未設定」行の[編集]をクリックしてく

ださい

③
右の設定値一覧に従って各項目に入力し、[設定]

をクリックしてから[前のページへ戻る]をクリッ

クしてください

① サービス名
任意の設定名に書き換えます

半角英数字で入力します。

②
ＡＰＮ

(接続先)

「lte-ocn.ntt.com」

半角英数字で入力します。

(ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｲｰ･ﾊｲﾌﾝ･ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･
ｴﾇ･ﾃｨｰ･ﾃｨｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼｰ･ｵｰ･ｴﾑ)

③ ユーザー名

「w60085eh@bizmc.ocn.ne.jp」

半角英数字で入力します。

(ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･6･ｾﾞﾛ･ｾﾞﾛ･8･5･ｲｰ･ｴｯﾁ･
@･ﾋﾞｰ･ｱｲ･ｾﾞｯﾄ･ｴﾑ･ｼｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｵｰ･
ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･ｲｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼﾞｪｲ･ﾋﾟｰ)

④ パスワード

「KSCCpY26」

半角英数字で入力します。

(ｹｰ･ｴｽ･ｼｰ･ｼｰ･ﾋﾟｰ･ﾜｲ･2･6)

⑤ 認証方式 「ＰＡＰ」を選択します。

⑥ 接続方式 「IPv4」を選択します。

設定値一覧

①
②
③
④

⑤

⑥

④ 画面右上の[対象SIMを選択]が[SIM1]になってい

ることを確認し、設定したサービス名の[国内設定]

ラジオボタンをクリックして、[設定]をクリックし

てください

⑤ 本製品のディスプレイに が表示され

または と表示されている場合は
設定は完了です。



6 設定と接続
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① [基本設定] → [接続先設定(ＬＴＥ/３Ｇ)]

の をタップして、[対象SIMを選
択]が[SIM1]になっていることを確認して
ページの下へ移動します

スマートフォン/タブレットをご利用の場合

① サービス名
任意の設定名に書き換えます

半角英数字で入力します。

②
ＡＰＮ

(接続先)

「lte-ocn.ntt.com」

半角英数字で入力します。

(ｴﾙ･ﾃｨｰ･ｲｰ･ﾊｲﾌﾝ･ｵｰ･ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･
ｴﾇ･ﾃｨｰ･ﾃｨｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼｰ･ｵｰ･ｴﾑ)

③ ユーザー名

「w60085eh@bizmc.ocn.ne.jp」

半角英数字で入力します。

(ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ･6･ｾﾞﾛ･ｾﾞﾛ･8･5･ｲｰ･ｴｯﾁ･
@･ﾋﾞｰ･ｱｲ･ｾﾞｯﾄ･ｴﾑ･ｼｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｵｰ･
ｼｰ･ｴﾇ･ﾄﾞｯﾄ･ｴﾇ･ｲｰ･ﾄﾞｯﾄ･ｼﾞｪｲ･ﾋﾟｰ)

④ パスワード

「KSCCpY26」

半角英数字で入力します。

(ｹｰ･ｴｽ･ｼｰ･ｼｰ･ﾋﾟｰ･ﾜｲ･2･6)

⑤ 認証方式 「ＰＡＰ」を選択します。

⑥ 接続方式 「IPv4」を選択します。

設定値一覧

② [サービス名]一覧の一番上の[未設定]行の
[編集]をタップします

③ 右の設定値一覧に従って各項目に入力し、
[設定]をタップしてから[戻る]をタップして
ください

①

②

③

④

⑤

⑥

④ [対象SIMを選択]が[SIM1]になっているこ
とを確認してページの下へ移動し、
設定した[サービス名]行の[国内設定]ラジオ
ボタンをタップし、[設定]をタップします

⑤ 本製品のディスプレイに が表示され

または と表示されている場合は
設定は完了です。



7 付録／困った時には

症 状 確 認 項 目

本製品に設定されてい
るSSIDや暗号化キー
が分からなくなった

本製品に設定されているSSIDや暗号化キーは、本製品の設定画面か
ら確認できます。確認手順については「２、SSIDと暗号化キーの確
認」を参照してください。

本製品の設定画面に

ログインできない

●設定を行う機器が本製品と接続されていることを確認してください。

●設定画面にログインするためのユーザー名やパスワードが正しいか

確認してください。

●Internet ExplorerなどのWebブラウザーがプロキシを使用しない

設定になっているか確認してください。

●設定を行う機器のIPアドレスが正しく設定されているかを確認し

てください。
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② 「管理者パスワード」を変更し、「設定」をクリックしてください。

① ホーム画面の左側項目「メンテナンス」の中の「管理者パスワードの変更」をクリックし

てください。

16

参考１：設定画面用ログインパスワードの変更方法



参考2： SSID/セキュリティキーの変更方法

ホーム画面の「無線LAN設定」の中の「無線LAN設定」をクリックしてください。
「対象ネットワークを選択」で「プライマリSSID」または「セカンダリSSID」を選択し、
「選択」ボタンをクリックしてください。
「無線機能」を使用するにチェックし、「ネットワーク名(SSID)」を入力の上、
「設定」をクリックしてください。
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