
技術基準適合認証品

1 セットを確認してください

本商品には、本体および付属品が入っています。まずこれらがすべてそろっているかどうか確認してください。
セットに足りないものがあったり、本書に乱丁・落丁があったりした場合などは、NTT東日本（以下、当社とします。）のサー
ビス取扱所にご連絡ください。
 ■ 本体  ■ 付属品

取扱説明書
UDG-1-WSNE

UDG-1-WSNE
（1個）

USB延長ケーブル
（1本）

取扱説明書
（本書1枚）

保証書（1枚）

2 各部の名前とはたらき

①

②

①USBコネクタ
ホームゲートウェイまたは本商品対応機器のUSBポートに取り付けます。

② STATUSランプ／ACTランプ／OPTランプ

ランプの名称 ランプのつきかた（色） 本商品の状態

STATUSランプ 
（ステータス）

消灯 電源が入っていない状態

点灯（緑） 通常状態

点灯（橙） スキャン中または認証中の状態

点灯（赤） スキャンまたは認証に失敗した状態

ACTランプ 
（アクト）

消灯 電源が入っていないまたは未認証で通信をしていない状態

点灯（緑） 認証済で通信をしていない状態

点滅（緑） 通信中または認証中の状態

点灯（橙） スキャンに成功した状態

点滅（橙） スキャン中の状態

点滅（赤） 通信または認証に失敗した状態

OPTランプ 
（オプション） 消灯 電源が入っていないまたは通常状態

全ランプ

点灯（橙） 電源が入った直後の状態

点滅（橙） ファームウェア更新中の状態

点灯（赤） 起動に失敗した状態

3 本商品の取り付け

ホームゲートウェイまたは本商品対応機器（以下、本商品対応機器とします。）のUSBポートにUSB延長ケーブルを使っ
て本商品を取り付けてください。
USBポートの位置は、本商品対応機器の取扱説明書などを参照してください。
本書では本商品対応機器の例としてPR-400およびPR-500を記載しています。

 ●USBコネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
 ●本商品が通信中やファームウェアの更新中には本商品を取り外したり、本商品対応機器の電源を切ったりしない
でください。

◆通信中 ◆ファームウェア更新中

STATUSランプ
点灯（緑）

ACTランプ
点滅（緑）

STATUSランプ
点滅（橙）

ACTランプ
点滅（橙）

OPTランプ
点滅（橙）

OPTランプ
消灯

1 本商品対応機器の電源が入っていることを確認する
電源が入っていない場合は、電源を入れてください。

2 以下の手順にしたがい、USB延長ケーブルを使って、本商品対応機器のUSBポートに本商品を取り付
ける
USB延長ケーブルは、手順に記載のイラストと同じ向きで取り付けてください。違う向きで取り付けると本商品や本商
品対応機器が故障する場合があります。

1 本商品をUSB延長ケーブルに取り付ける
本商品のランプ側を前にして、USB延長ケーブルのコネクタ部分のUSBマーク（  ）
が見える方向で正しく取り付けてください。
※ 奥まで確実に取り付けてください。
※ 付属のUSB延長ケーブルを利用することで、本商品の向きや角度を自由に調整できま
す。 
本商品の向きや角度を変えることで、電波の受信状態が改善する場合があります。

■PR-400の場合
2 PR-400の USBポートに本商品を取り付けた
USB延長ケーブルを取り付ける
PR-400 のランプ側を右にして、本商品を取り付けた
USB延長ケーブルのUSBマーク（  ）が見える方
向で正しく取り付けてください。
※ 奥まで確実に取り付けてください。
※ USBポートは PR-400の背面に2つあります。い
ずれのポートでも使用できます。

3「STATUS」ランプが点灯（緑）していること
を確認する

■PR-500の場合
2 PR-500の USBポートに本商品を取り付けた
USB延長ケーブルを取り付ける
PR-500 のランプ側を右にして、本商品を取り付けた
USB延長ケーブルのUSBマーク（  ）が見える方
向で正しく取り付けてください。
※ 奥まで確実に取り付けてください。
※ USBポートは PR-500の前面に2つあります。い
ずれのポートでも使用できます。

3「STATUS」ランプが点灯（緑）していること
を確認する

本商品が通信中またはファームウェア更新中ではないことを確認し、本商品対応機器の電源を切ってから、本商品
を取り外してください。

本商品を取り外すときのご注意

4 本商品の設定や詳細情報の確認を行うには

本商品を取り付けた本商品対応機器にパソコンを接続して、Web ブラウザ（Internet Explorer® など）を使って、本
商品の設定や、設定画面で詳細情報の確認ができます。
 ◆設定画面でできることの例
• 本商品の状態を確認する
• 接続済み機器の一覧を確認する
• 機器（スマートメーターなど）と接続する

 ●設定画面へのアクセス方法
本商品を本商品対応機器のUSBポートに取り付けてから、Webブラウザを起動し、指定されたURLを入力して設
定画面を開いてください。
※ URLは、本商品を利用するサービスによって異なります。詳細はご利用のサービスの取扱説明書などを参照してください。
※ 本商品を本商品対応機器のUSBポートに取り付けてから、Webブラウザで設定画面へアクセスできるようになるまで、十
数分かかる場合があります。

ホームゲートウェイの場合は、ホームゲートウェイの設定画面より本商品の設定画面へアクセスが可能となります。
以下は例として上記アクセス方法をご紹介します。 
Web ブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」と入力して、ホームゲートウェイのWeb設定画面を開いてく
ださい。
Web設定画面のメニューの［メンテナンス］－［USB通信機器一覧］をクリックしてください。

デバイス名称に「UDG-1-WSNE」と表示された項目の「設定」をクリックしてください。
※ デバイス名称に「不明なデバイス」と表示された場合は、しばらくしてから「最新情報に更新」をクリックしてください。
本商品の設定画面が表示されます。この画面で本商品の状態を確認してださい。

 ●機器（スマートメーターなど）と接続する
1 本商品の設定画面を表示する
2 メニューの［スマートメーター関連］－［認証情報設定］をクリックする
3 ［認証 ID］と［パスワード］を入力し、「情報設定」をクリックする
※ 認証が成功し、本商品と接続機器（スマートメーターなど）と接続されると、本商品のSTATUSランプとACTランプ
が点灯（緑）した状態となります。

※ ［認証 ID］と［パスワード］については、ご利用のサービスの案内などを参照してください。

5 仕様一覧

仕様

物理インタフェース
コネクタ USB Standard Type A（プラグ）
規格 USB 2.0
ポート数 1ポート

無線インタフェース

無線帯域 922.5 ～ 927.9MHz
帯域幅 400kHz
規格 ARIB STD-T108準拠
技術基準適合

動作環境 温度：0～40℃
湿度：20～80％（結露しないこと）

外形寸法 約78（L）×26（W）×11（D）mm（本体のみ）
電源 DC 5V（USBコネクタから給電）
消費電力 最大1.25W
質量 約0.02kg（本体のみ）
電磁妨害波規格 VCCI クラスB
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このたびはUDG-1-WSNEをご利用いただきまして、まことにありがとうございます。
●本商品をご使用の前に、本書をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
●お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。
●本商品を利用するためには、別途対応サービスのご利用が必要です。
●お使いのサービスにより、インターネット接続が必要な場合があります。

取扱説明書
UDG-1-WSNE



6 お客様サポートのご案内

●お客様サポートについて
 ● 故障に関するお問い合わせ
    お問い合わせ先：7 0120-000113（24時間　年中無休※）
   ※ 17:00～翌日9:00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
   ※故障修理などの対応時間は9:00～ 17:00です。
 ● 本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ
    お問い合わせ先：  0120-970413（9:00～ 17:00）
     携帯電話・PHS・050IP 電話からご利用の場合
      03-5667-7100（通話料金がかかります。）
   ※年末年始12月 29日～1月3日は休業とさせていただきます。
 ●  本商品対応サービスについて不明な点などがございましたら、各サービスのお客様サポートへお問い合わせくだ

さい。
 ●  本商品対応機器については、当社ホームページにてご確認いただけます。

当社ホームページ　http://web116.jp/ced/

7 保守サービスのご案内

●本商品の保証について
 保証期間（1年間）中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので、「保証書」
は大切に保管してください。 
（詳しくは「保証書」の無料修理規定を参照してください。）

●本商品の保守サービスについて
 「実費保守サービス」をご用意しています。

種類 内容

実費保守サービス ●  修理に要した費用をいただきます。 
（修理費として、お客様宅へお伺いするための費用および修理に要する技術的費用・部品
代をいただきます。） 
（故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。）
●  当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へお伺いするため
の費用が不要になります。

●補修用部品の保有期間について
 本商品の補修用性能部品（商品の性能を維持するために必要な部品）を、製造終了後、7 年間保有しています。

安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくための表示について
本書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全に正しくお使いいただくために守って
いただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文を
お読みください。
本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

 警告 人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 注意 人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定
される内容を示しています。

 お願い 本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示し
ています。

 警　告

設置場所

 ●自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは設置および使用しないでください。本商品からの
電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となることがあります。
 ●風呂場やシャワー室などでは設置および使用しないでください。漏電して、火災、感電の原因となります。

こんなときには

 ●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因とな
ります。すぐに本商品対応機器の電源を切り、煙が出なくなるのを確認してから、当社のサービス取扱
所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
 ●本商品を水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。万一、内部に水などが入った場合は、す
ぐに本商品対応機器の電源を切り、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。そのまま使用する
と漏電して、火災、感電、故障の原因となります。
 ●万一、落としたり破損したりした場合は、すぐに本商品対応機器の電源を切り、当社のサービス取扱所
に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。
 ●万一、手で触れられないほど熱い場合は、すぐに本商品対応機器の電源を切り、当社のサービス取扱所
に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となることがあります。

禁止事項

 ●本商品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼
性を要求されるシステム（幹線通信機器や電算機システムなど）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や、社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。
 ●本商品を分解・改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
 ●ぬれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。感電の原因となります。

その他注意事項

 ●本商品を口に入れないよう、特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。誤って口に入れると、
のどに詰まる恐れがあります。
 ●航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品を使用しないでください。電子
機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。
 ●本商品は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器や心臓ペースメーカなどの近くで使用しない
でください。電子機器や心臓ペースメーカなどが誤動作するなどの原因となることがあります。 
また、医療電子機器の近くや病院内など、使用を制限された場所では使用しないでください。
 ●本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、または小さな金属類を
置かないでください。こぼれたり中に入ったりした場合、火災、感電、故障の原因となることがあります。

 注　意

設置場所

 ●直射日光の当たる所や、温度が40℃を超える所、発熱する装置のそばでは設置および使用しないでく
ださい。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
 ●風呂場や加湿器のそばなど、湿度が80％を超える所では設置および使用しないでください。火災、感電、
故障の原因となることがあります。
 ●調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所では設置および使用しないでく
ださい。火災、感電、故障の原因となることがあります。
 ●温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそばなど）では設置および使用しないでください。本商品
の内部に結露が発生し、火災、感電、故障の原因となります。

 ●塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食性ガスが発生する場所で使用しないでください。
故障の原因となることがあります。

禁止事項

 ●本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。壊れてけがの原
因となることがあります。
 ●落雷の恐れのあるときは、使用しないでください。雷が鳴りだしたら、本商品に触れたり、本商品の取
り付け /取り外しをしたりしないでください。落雷による感電の原因となります。
 ●本書にしたがって接続してください。 
間違えると本商品や接続機器が故障することがあります。

その他注意事項

 ●本商品は動作中に高温になる場合があります。 
本商品の取り外しの際に本体表面に触れる場合はご注意ください。USBコネクタには手を触れないで
ください。

 お願い

設置場所

 ●本商品を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置は避けてください。
• ほこりや振動が多い場所
• 気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
• ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置が近くにある場所
• 特定無線局や移動通信体のある屋内
• 盗難防止装置などを利用している装置のある屋内
• 高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近くにある場所
 ●電気製品・AV・電子機器などの磁気を帯びている所や電磁波が発生している所では設置および使用し
ないでください。（電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバータエアコン、
電磁調理器など）
• テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。
• 放送局や無線局などが近くにあり、通信エラーが多い場合は、本商品の使用場所を移動してください。
 ●本商品とコードレス電話機やテレビ、ラジオなどの近くで使用すると、コードレス電話機の通話にノイ
ズが入ったり、テレビ画面が乱れたりするなど受信障害の原因となることがあります。このような場合
は、お互いを数ｍ以上離してお使いください。
 ●本商品と通信先の機器の距離が近すぎると、通信エラーが発生する場合があります。1m以上離してお
使いください。
 ●製氷倉庫など特に温度が下がる所では設置および使用しないでください。本商品が正常に動作しないこ
とがあります。
 ●硫化水素が発生する場所（温泉地）や、塩分の多い所（海岸）などでは、本商品の寿命が短くなること
があります。

禁止事項

 ●落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となることがあります。
 ●動作中は、本商品およびUSB延長ケーブルのUSBコネクタには絶対に触れないでください。 
動作中に外れたり、接続が不安定になり誤動作の原因となったりすることがあります。

日ごろのお手入れ

 ●ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や変形の原因となることが
あります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、柔らかい布
でからぶきしてください。 
ただし、USBコネクタ部分は、よくしぼった場合でも、ぬれた布では絶対にふかないでください。

その他注意事項

 ●通信中に本商品対応機器の電源が切れたり、本商品を取り外したりすると、通信エラーが生じて、デー
タが壊れることがあります。重要なデータは元データと照合してください。

電波に関するご注意

本商品は、920MHz帯域の電波を使用しています。
この周波数帯で産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下、他
の無線局とします。）が運用されています。
1. 本商品を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
2.  万一、本商品と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャネルを変更するか、
使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

 ●本商品は、日本国内でのみ使用できます。
 ●次の場所では、電波が反射して通信できない場合があります。
• 強い磁界、静電気、電波障害が発生する所（電子レンジ付近など）
• 金属製の壁（金属補強材が中に埋め込まれているコンクリートの壁も含む）の部屋
• 異なる階の部屋どうし
 ●本商品と同じ無線周波数帯の無線機器が、本商品の通信可能エリアに存在する場合、転送速度の低下や通信エラーが
生じ、正常に通信できない場合があります。
 ●本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合があり
ます。
 ●本商品は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
• 本商品を分解／改造すること

ご使用にあたってのお願い

 ●電波障害自主規制について
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
取り扱いをして下さい。

VCCI-B

 ●ご使用の際は本書にしたがって正しい取り扱いをしてください。
 ●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。 
This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
 ●本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた
損害や、万一本商品に登録された情報内容が消失してしまうことなどの純粋経済損失につきましては、当社は一
切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとる
などして保管くださるようお願いします。
 ●本商品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
 ●本書に、他社商品の記載がある場合、これは参考にしていただくことを目的としたものであり、記載商品の使用
を強制するものではありません。
 ●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所に
お申し付けください。
 ●本書、ハードウェア、ソフトウェアおよび外観の内容について将来予告なしに変更することがあります。

 ●廃棄方法について
本商品を廃棄するときは地方自治体の条例にしたがって処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせ願い
ます。

・  Internet Explorer®は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または
登録商標です。

・  本商品の「ソフトウェアライセンス」については、当社のホームページにてご確認いただけます。


