【U-Pa!for ドコモ光「無線 LAN ルータ」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」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（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。
※2017 年 3 月 1 日発送分より下記型番となります。

型番

TL-WR841N

インターフェイス

4 10M / 100M LAN ポート
1 10M / 100M WAN ポート
WPS/リセット ボタン
Wi-Fi オフ スイッチ
パワー オン/オフ ボタン
5dBi 固定無指向性アンテナ x 2
9VDC / 0.6A
IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
192 x 134 x 33 mm
2.4-2.4835GHz
11n:最大 300Mbps（ダイナミック）
11g:最大 54Mbps（ダイナミック）
11b:最大 11Mbps（ダイナミック）
270M: -70dBm@10% PER
130M: -74dBm@10% PER
108M: -74dBm@10% PER
54M: -77dBm@10% PER
11M: -87dBm@8% PER
6M: -90dBm@10% PER
1M: -98dBm@8% PER
CE:
<20dBm
FCC:
<30dBm
無線電波オン・オフ、WDS ブリッジ、WMM、無線統計情報
64/128/152 ビット WEP、WPA / WPA2、WPA-PSK/ WPA2-PSK
WMM、帯域幅制御
動的 IP/静的 IP/PPPoE/PPTP/
L2TP/BigPond
アクセス コントロール
ローカルマネジメント
リモートマネジメント
サーバー、クライアント、DHCP クライアント リスト、アドレス予約
仮想サーバー、ポートトリガー、UPnP、DMZ
DynDns、Comexe、NO-IP
PPTP、L2TP、IPSec
ローカルマネジメントコントロール、ホスト リスト、アクセス スケジュール、ルールマネジメント
DoS、SPI ファイアウォール、IP アドレス フィルター/MAC アドレス フィルター/ドメイン フィルタ
ー
IP 及び MAC アドレス バインディング
IPv4

ボタン
アンテナ
外部電源
無線規格
寸法（幅 X 奥行き X 高さ）
周波数範囲
信号レート
受信感度

発信パワー

ワイヤレス機能
ワイヤレスセキュリティ
QoS 機能
WAN タイプ
管理機能
DHCP
ポート伝送
動的 DNS
VPN パススルー
アクセスコントロール
ファイアウォール セキュリティ
プロトコル

ゲストネットワーク
認証
付属品

システム要件
動作環境

2.4GHz ゲストネットワーク × 1
TELEC、VCCI、PSE、CE、FCC、RoHS
TL-WR841N 本体
電源アダプタ
LAN ケーブル
クイックインストールガイド
Microsoft® Windows® 98SE/NT/2000/XP/Vista™ 、Windows 7、MAC® OS、
NetWare®、UNIX® または Linux.
稼働温度 0℃~40 ℃
保存温度 40℃~70 ℃
稼働湿度：10%~90% 非結露時
保存湿度：5%~90% 非結露時

【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。

ティーピーリンクジャパン
サポートセンター

0120-095-156(通話料無料)
受付時間：月～金 9：00～18：00 土日祝日、年末年始休暇を除く

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 東京都渋谷区東京都渋谷区神宮前 3－35－2
返送窓口

株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ 無線ルータ回収係
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】
本特典は、予告なく、変更、終了する場合がございます。予めご了承ください。
以上

