【U-Pa!for ドコモ光「無線 LAN ルーター」無料レンタル要項】
【特典名称】
U-Pa!for ドコモ光「無線 LAN ルーター」無料レンタル（以下、「本特典」といいます）
【提供事業者】
株式会社 U-NEXT（以下、「当社」といいます）
【受付期間】
2016 年 6 月 8 日（水）から
【対象者】
本特典は、当社が提供する U-Pa!for ドコモ光にご契約頂き、受付期間中に本要項および AOSBOXcool
(U)サービス利用規約（http://bb.unext.co.jp/terms/）にご同意の上、マイページ
（https://my.unext.co.jp/）より当社が提供する AOSBOXcool（U)をお申込み頂きましたお客様が
対象となります。
【特典】
無線ＬＡＮルーター（以下、「本機器」といいます）を、無料レンタル致します。本機器の詳細は以下のとお
りとします。
型番
ＷＲＣ－Ｆ３００ＮＦ
無線 LAN 規格
IEEE802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
周波数(中心周波数)
2.4GHz(2,400～2,484MHz)
チャンネル
2.4GHz 帯 : 1～13ch
伝送方式
IEEE802.11n : MIMO-OFDM 方式 , IEEE802.11g : OFDM 方式 ,
IEEE802.11b : DS-SS 方式
伝送速度(理論値)
IEEE802.11n : 最大 300Mbps , IEEE802.11g : 最大 54Mbps ,
IEEE802.11b : 最大 11Mbps
アンテナ
内蔵アンテナ 2 本 (受信 2 本、送信 2 本)
セキュリティ
WPA2(暗号化方式: AES, 認証方式: PSK), WPA(暗号化式: TKIP, 認
証方式: PSK), WEP(64bit/128bit) , 暗号なし
マルチ SSID
対応(こどもネットタイマー)
WPS
WPS 対応(ボタン搭載, PBC/PIN 方式)
対応規格
IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)
端子
RJ-45 型 8 極×5 ポート(WAN×1, LAN×4)
Auto MDI/MDI-X
対応
オートネゴシエーション
対応
搭載モード
アクセスポイントモード, ルーターモード, WiFi 中継器モード(*)*F/W アップデート
により後日対応予定
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4/IPv6)
WAN 設定
DHCP / 固定 IP / PPPoE(2 セッション)
LAN 設定
DHCP サーバ, 固定 IP アドレス
電源コネクタ
DC ジャック
入力電圧
AC100V±10% 50/60Hz
消費電力
2.9W
外形寸法
約 107×72×25mm (幅×奥行き×高さ)
質量
約 86g(AC アダプタは含まず)
各種取得規格
VCCI(クラス B), TELEC
保証期間
1年
付属品
無線 LAN ブロードバンドルーター本体 ,AC アダプタ , LAN ケーブル(ストレー
ト:1m), CD-ROM(ソフトウェアパック) , マニュアル(製品情報、かんたんセットア

ップガイド、補足編), イカロスモバイルセキュリティ 90 日特別体験版シリアル
【お申し込み方法】
１． 本特典のご利用を希望される方（以下、「申込者」といいます）は、受付期間中に、本要項にご同意
の上、お客様マイページ（https://my.unext.co.jp/）より本特典をお申し込み下さい。なお、申込
者は、１の U-Pa!for ドコモ光の契約につき、１の本特典を申込むことが出来ます。
２． 当社は、申込者からのお申込みを受付順に承諾し、かかる承諾の日において、当社と申込者の間で申
込者が本特典の提供を受けるためのルーターの利用契約（以下、「利用契約」といいます）が成立す
るものとします。
３． 当社は、前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、お申込みを承諾しない場合
があります。
（１）本特典の適用対象者であることを当社が確認出来ない場合
（２）お申込みにあたり、虚偽もしくは不備のある内容を当社に申告した場合、又はその恐れがある場
合
（３）申込者が U-Pa!for ドコモ光の利用料又は、AOSBOXcool（U)の利用料、その他の債務の
支払いを現に怠り、又はそのおそれがある場合
（４）過去に、申込者の責に帰すべき事由により、当社と申込者との間において締結していた契約を
解除されたことがある場合
（５）その他、当社の業務の遂行上支障を生じるおそれがあると当社が判断する場合
【無線ＬＡＮルーターの発送と引渡し】
１． 当社は、利用契約成立後、お客様が U-Pa!for ドコモ光ご契約に当たり指定したご住所へ本機器を順
次発送いたします。
２． 本機器は、当社がお客様の指定するご住所へ納入したことをもって、お客様に引渡されたものとします。
３． 当社は、お客様に対して、引渡し時において本機器が正常な性能を備えていることのみを保証し、本機
器の完全性、正確性、有用性、目的への適合性等については一切保証いたしません。
【無線ＬＡＮルーターの利用と撤去】
１． お客様は、自己の責任と費用負担において、本要項の各条項、本機器の取扱説明書及び当社の指
示に従い、善良なる管理者の注意をもって本機器の設置、接続、設定、使用、保管及び撤去を行うも
のとします。
２． 本機器の接続、設定については、下記サポートダイヤルをご活用ください。
0570-050-060(ナビダイヤル)
受付時間：月～土(祝祭日営業) 10：00～19：00
エレコムサポートダイヤル
※夏季、年末年始 特定休業日除く。
※相談料は無料です。通話料のみご負担ください。
３． お客様は、本機器を、第三者に譲渡若しくは転貸し、第三者に使用させ、又は自己若しくは第三者の
ための担保の用に供してはならないものとします。
４． お客様は、本機器の全部又は一部の解析、改造、複製、改変、ライセンスの付与、その他本機器に関
する当社又は第三者の権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
【無線ＬＡＮルーターの故障に対する対応】
１． 本機器の保証期間は、メーカーが別途定める期間となります。以後の、本機器の故障、毀損（以下、
総称して「故障等」といいます）につきましては、本条第４項の定めに従い、交換手数料をご請求いた
します。
２． お客様は、本機器の故障等が生じたときは、直ちにその旨を下記記載の当社窓口に通知し、故障等し
た本機器（以下、「故障品」といいます）を当社が別途指定する方法に従い、返還するものとします。
３． 当社は、前項の通知を受領後、お客様に対し、故障品等の代品（機種等が故障品等と異なることが
あります。）を送付します。
４． 故障品の故障等がお客様の責に帰すべき事由により生じた場合及びメーカーの保証期間対象外の場
合、当社は、お客様に対し、故障品等の代品発送にあたり、交換手数料として 3,000 円（消費税等
別途）をご請求いたします。
５． 当社は、お客様から故障品の返還を受けた際に故障品以外の物品等が故障品とともに送付された場
合、お客様に対し何ら事前の通知又は催告を行うことなくこれを廃棄できるものとします。

【利用契約の解約】
１． お客様は、利用契約を解約する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
２． 利用契約は、事由の如何を問わず、U-Pa!for ドコモ光利用契約又は、AOSBOXcool（U)利用契
約が終了した場合、自動的に終了します。
３． 当社は、次の各号の何れかに該当するときは、何ら事前の通知又は催告を行うことなく利用契約を解除
することができるものとします。
（１）お客様が利用契約に違反し、当社の相当期間を定めた是正催告に拘らず、当該違反が解消
されないとき。
（２）お客様が本機器を本条第１項に定める届出を行うことなく当社に返還し、当社からの相当期間
を定めた通知に拘らず、利用契約の継続の意思表示がなかったとき。
（３）U-Pa!for ドコモ光利用料又は、AOSBOXcool（U)利用料、その他の債務について、支払期
限を経過してもなお支払われないとき。
【無線ＬＡＮルーターの返還】
１． お客様は、事由の如何を問わず利用契約が終了した場合、本機器を自己の責任と費用負担により原
状に復したうえで、利用契約の解約日が属する月の翌月 15 日までに、下記住所へ返還するものとしま
す。（返送費用はお客様の負担となります）
〒150-0001
返送窓口

東京都渋谷区東京都渋谷区神宮前 1-3-10

田村駒東京本社ビル 5 階
株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ 無線ルーター回収係

電話番号：0120-330-148（無料） 受付時間：11:00～19:00（年中無休）
２． 前項で定める返還期限経過後も、なお本機器の返還がなされない場合、お客様には当社に対し、違
約金 3,000 円（不課税）をお支払いいただきます。
３． 当社は、お客様から本機器の返還を受けた際、本機器以外の物品等が本機器とともに送付された場
合、お客様に対し何らの通知又は催告を行うことなくこれを廃棄できるものとします。
【注意事項】
本特典のお申込み受付は、予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

