保存版

eo 光ネットご利用開始時は、本書をご覧いただき
インターネットの設定を行ってください。

マンションタイプ

プライベートプラン

eo 光ネット

スタート設定ガイド

このたびは、株式会社オプテージの光ファイバーインターネット接続サービス
いただき誠にありがとうございます。
本書をご覧いただき、インターネットとメールの設定を行ってください。

eo 光ネットにご加入

※本書では一部ブロードバンドルーターをルーターと記載しています。

eo 光ネットご利用の流れ
本書では以下の流れでインターネットの設定方法をご案内しています。

STEP1

インターネット接続機器の配線方法 . ................................... P3

開通工事の際に設置した VDSL モデムやルーターと、お客
さまのパソコンをつなぎます。

STEP2

eo スタートページのご案内 ................................................ P8

eo スタートページにアクセスして、無線 (W i - F i) や

無線

メールアドレスの変更を行います。

メール

FINISH

インターネット接続設定完了

これでインターネットの設定は完了です。

できたっ

STEP 1

インターネット接続機器の配線方法

弊社機器のご案内

VDSL モデム

情報コンセント

eo光ネットに接続するために必要な機器です。VDSL
モデムの色や形状はお住まいのマンションによって異
なります。

各部屋の壁にある LAN ケーブルの差込口です。電源
や電話用モジュラージャック、テレビコンセントなど
と一体のパネルになっている場合もあります。

※VDSL 方式のお客さまへのみお届けします。イーサーネット
方式をご利用のお客さまは、右記の情報コンセントから接続
してください。

eo 光登録証のご案内
「 eo 光登録証 」には、インターネットやメールの設定、Web でのお手続き時に必要となるお客さま固有の情報が多
く記載されております。「 eo 光登録証 」は、別途郵送でお送りします。

eo 光登録証
保管書類

eo 光登録証

eo 光登録証
本登録証の内容は 大変重要な情報 です。大切に保管してください。

いお

本登録証の記載内容は右記の発行日時点のものです。
変更されている場合は変更後のものをご利用ください。

再発行の際には本人さま確認と所定の手数料が必要です。
ご契約者名

メール
いお 〇〇〇 様

メールアドレス

発 行日

2018年12月1日

ご利用開始日

2018年12月10日

eo マイページをご利用時に使用します。

1
2
3
4

〇〇〇@xxxx.eonet.ne.jp

eoID（変更値）
※eoIDを変更されていない場合
は表示されません。

初期eoID【数字12桁】
初期eoIDパスワード
【半角英数小文字】

imaps.eonet.ne.jp

SMTPサーバー
ポート番号 : 465

smtps.eonet.ne.jp

Myホームページ

519999999999

FTPサーバー

ｷｭｳ・ｴｰ・ﾋﾞｰ・ｼｰ・ﾃﾞｨｰ・ｲｰ・ｴﾌ・ｷｭｳ

9abcdef9

eo 光ネット
ご契約サービス

電話番号

認証ID／認証IDパスワードはインターネットの初期設定時に使用します。
eo光ネット【マンションタイプ】100Mコース（グローバルプラン イーサーネット方式）
ｴﾇ・ﾋﾞｰ・ｼｰ・ｲﾁ・ﾆ・ﾃﾞｨ・ｲｰ・ｻﾝ・ﾖﾝ・ｺﾞ

NBC12DE345

リモート操作用パスワードは一般電話（トーン信号のでる電話機）等から
転送電話・転送電話選択サービスの設定をする際に必要です。
番号通知

eo 光テレビ

［工事］

wwwftp.eonet.ne.jp

アダプタ差込口

リモート操作用パスワード

ご注意

1 ページ

eo 光契約内容通知書

3 ページ

端末購入通知書

7 ページ

必ずお読みください【ご注意事項】

eo光電話に関するご注意
各種提供条件のご案内
各種サービスのご案内
工事のご案内
キャンペーンのご案内

104番号案内、電話帳掲載に関するご注意
など。

8 ページ

お申し込みされたサービスやキャンペーン
についての提供条件をまとめています。

お申し込みされたサービスの関連情報や、その
ほかご提案したいサービスをご案内しています。

「開通工事」
に関わる調査や工事内容（配
線・施工範囲等）
についてご案内しています。

各種キャンペーンについてご案内してい
ます。

10 ページ
11 ページ
13 ページ
20 ページ
23 ページ

●各種ID／パスワードの管理には十分注意してください。
●第三者に不正利用されないよう定期的に変更することをおすすめします。eoID、および各種パスワード
はeoマイページから変更が可能です。

●各種IDパスワードのご案内
各種ID・パスワードについてご案内いたします。

eoID・eoIDパスワードのご案内 ［ すべてのサービス ］
eoID ／ eoIDパスワード

すべてのeoサービスで使用するID・パスワードです。
eoマイページでご希望のものに変更していただけます。
● eoマイページへログインする
使用例 ● eoサポートダイヤルお問い合わせ時、ご本人さま確認に使用する
● eoスマートリンク初期設定時に使用する
（eoスマートリンクご契約時のみ）

インターネット・メールの初期設定に使用するもの［
認証ID ／ 認証IDパスワード

ご契約サービス

［ 提供条件 ］

［ キャンペーン ］

認証IDパスワード
（初期値） ﾃｨｰ・ﾅﾅ・ﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ・ｾﾞﾛ・ｵｰ・ｼｰ・ﾅﾅ・ﾋﾞｰ
【半角英数小文字】
t7ｗ0oc7b

eo 光電話

eo光電話 ］

［ サービス ］

Web IDパスワード
（初期値） ｴｯｸｽ・ｺﾞ・ｴﾑ・ｾﾞﾛ・ﾆ・ｷｭｰ・ﾖﾝ・ｼｰ
x5m02q4c
【半角英数小文字】

※ご契約者さまのご家族の方がご利用される場合はファミリーコードを利用し、eoIDのファミリー会員として登録することができます。

認証ID
【半角英数大文字】

ホームページURLはeo マイページから別途取得してください。

H999999999

Web ID

ｷｭｳ・ｼｰ・ｷｭｳ・ｷｭｳ・ｼｰ・ｷｭｳ・ｷｭｳ・ｴｰ

9c99c99a

保管していただく書類

eo 光登録証

その他のご案内

［

ファミリーコード
【数字12桁】 719999999999
ファミリーコードパスワード
【半角英数小文字】

IMAPサーバー

発行日：2018 年 12 月 1 日

様

サービスのご利用に関わる重要事項
が記載されていますので、大切に保管
してください。

eoマイページから、お好みのメールアドレスに変更できます。

メールパスワード
（初期値） ｴｯｸｽ・ｺﾞ・ｴﾑ・ｾﾞﾛ・ﾆ・ｷｭｰ・ﾖﾝ・ｼｰ
x5m02q4c
【半角英数小文字】

eo ID

〇〇〇

eo光サービスのご案内

eo光ネット ］

インターネットの初期設定時に使用します。

※eo 光ネット
【マンションタイプ】
（プライベートプラン）
では必要ありません。

※登録証発行時に有効なメールアドレスです。
メールアドレス／メールパスワード メールの初期設定に使用します。
eoマイページからご希望のものに変更していただけます。

複数の eo 光テレビチューナー（STB）
をご契約時は、
契約中の１コースが記載されます。

Web ID ／ Web IDパスワード

ホームページ作成時に使用します。

eo 光電話オプションご利用時に使用するもの［ eo光電話
リモート操作用パスワード

］

eo光電話以外の電話（携帯電話など）から「転送電話サービス」や「転送電話選択サー
ビス」
の設定を行う場合に使用します。

※ 登録証の記載項目やデザインは時期によって異なります。上記は 2019 年 4 月現在のものです。

「 eo 光登録証 」は、メールの利用やお問い合わせの際に必要となります。絶対になくさないようご注意ください。

3

モデムのご案内
お届けした VDSL モデムとパソコン、ルーターを接続する方法をご案内します。
※イーサーネット方式をご利用の場合は VDSL モデムがお手元に届かないため、下記の案内をご覧になる必要はありません。
7 ページをご覧いただき、配線を行ってください。

VDSL モデム型番確認方法
「 VDSL 方式 」の機器接続方法は、ご利用の VDSL モデムの種類によって異なります。
ご利用の VDSL モデムによってお進みいただくページが異なりますので、下記をご確認ください。

お届けした V D S L モデムの型番をご確認ください
VDSL モデムの型番は、本体の前面や側面に記載され
ています。
右の図は一例です。
LINE

VDSL モデムの色や形状は、マンションによって異な
りますので、お届けした VDSL モデムの型番をご確認
ください。
PO

VD
LA

WE

SL

N

AL

VF 200F 7 / VTE 5080 / VDSL-B 4
と記載されている場合

VDSL-B 4
VF 200F 7

K

T

AR

K

M

P

V

E
OW

L
DS

LA

N

LIN

LIN

AC

LA

VF200F7

R

AC IN

K

K

T

RM

A
VF 100T と記載されている場合

VF 100T

VTE 5080

5 ページの
「 VF 200F 7/VTE 5080/VDSL-B 4 を
ご利用の場合 」へお進みください。

5 ページへ

4

LIN

LIN

AC

LAN

R

6 ページの
「 VF 100T をご利用の場合 」へ
お進みください。

6 ページへ

凡例

市販LAN
ケーブル

電話用モジュラー
ケーブル

VF 200F 7、VTE 5080、VDSL-B 4
をご利用の場合

無線LAN

無線 LAN

市販ルーターを利用する場合

VDSLモデム（一例）

2分岐モジュラージャック

LANまたはEthernet

電話用
モジュラー
ジャック

LINEまたはVDSL

インラインフィルター
MODE
RT
AP

LAN1

LAN

LAN2

PHONEまたはTEL

LAN3
LAN4

WAN

WANET
INTERN

LAN

USB

市販ルーター ※

AC電源

無線 LAN

※ 市販ルーターを AP モードに切り替えてご利用いただく必要があります。詳しくは市販ルーターの取扱説明書をご覧ください。
無線設定、メール設定、セキュリティー設定を行うために eo スタートページのご案内をご覧ください。

配線完了後、次のステップへ進んでください。

VF 200F 7、VTE 5080、VDSL-B 4
をご利用の場合

8 ページへ

市販ルーターを利用しない場合

VDSLモデム（一例）

2分岐モジュラージャック

LANまたはEthernet

電話用
モジュラー
ジャック

LINEまたはVDSL

インラインフィルター

PHONEまたはTEL
LAN

メール設定、セキュリティー設定を行うために eo スタートページのご案内をご覧ください。

配線完了後、次のステップへ進んでください。

8 ページへ

5

凡例

市販LAN
ケーブル

電話用モジュラー
ケーブル

無線LAN

VF 100T をご利用の場合

市販ルーターを利用する場合

VDSLモデム

電話用
モジュラー
ジャック

LAN
DC IN

CONSOLE

LAN

TEL

無線 LAN

LINE

TEL LINE

市販ルーター ※
MODE
RT
AP

LAN1

LAN

LAN2
LAN3
LAN4

WAN

WANET
INTERN

USB

AC電源

無線 LAN

※ 市販ルーターを AP モードに切り替えてご利用いただく必要があります。詳しくは市販ルーターの取扱説明書をご覧ください。
無線設定、メール設定、セキュリティー設定を行うために eo スタートページのご案内をご覧ください。

配線完了後、次のステップへ進んでください。

VF 100T をご利用の場合

VDSLモデム
LAN
DC IN

CONSOLE

LAN

TEL

8 ページへ

市販ルーターを利用しない場合

電話用
モジュラー
ジャック

LINE

TEL LINE

メール設定、セキュリティー設定を行うために eo スタートページのご案内をご覧ください。

配線完了後、次のステップへ進んでください。

6

8 ページへ

凡例

市販LAN
ケーブル

電話用モジュラー
ケーブル

イーサーネット方式をご利用の場合

無線LAN

市販ルーターを利用する場合
おもにインターネット
を利用する部屋

市販ルーター※

LAN

無線 LAN

MODE
RT
AP

LAN1

LAN

LAN2
LAN3
LAN4

情報コンセント

WANET
INTERN

WAN

無線 LAN

USB

AC電源

無線 LAN

そのほかの部屋

LAN

無線 LAN

無線 LAN

情報コンセント

情報コンセントがない部屋でインターネット
を利用する場合は無線を利用します。

※ 市販ルーターを AP モードに切り替えてご利用いただく必要があります。詳しくは市販ルーターの取扱説明書をご覧ください。
無線設定、メール設定、セキュリティー設定を行うために eo スタートページのご案内をご覧ください。

配線完了後、次のステップへ進んでください。

イーサーネット方式をご利用の場合

市販ルーターを利用しない場合
おもにインターネット
を利用する部屋

LAN

情報コンセント

8 ページへ

LAN

メール設定、セキュリティー設定を行うために eo スタートページのご案内をご覧ください。

配線完了後、次のステップへ進んでください。

8 ページへ

7

STEP 2

eo スタートページのご案内

eo スタートページとは、無線接続設定や初期メールアドレスの変更などを行い、よりインターネットを快
適にご利用いただくためのお客さま専用ページです。
以下の「 eo スタートページへの進み方 」をご覧いただき、設定を進めてください。

eo スタートページでできること
■無線接続設定

■連絡用メールアドレス設定

パソコンやスマートフォン、タブレットを無線で接続す
るための方法をご案内します。

eo から重要なお知らせをご連絡させていただくための
メールアドレスを設定していただけます。

リセット

■メールアドレス変更

■セキュリティーソフトのご案内

きなメールアドレスに変更していただけます。

お客さまの大事なパソコンやスマートフォンをウイルス
から守るためのセキュリティーソフトをご案内します。

eo から提供しているメールアドレスをお客さまのお好
henkourei○○○@xxxx.eonet.ne.jp

Web 脅威対策

eouser@xxxx.eonet.ne.jp

ウイルス対策

メールアドレス変更

ID
PW

eo スタートページへの進み方
1

https://mypage.eonet.jp/eostartpage/

2

上記の Web ページへアクセス
します。
スマホからも
アクセス !

はじめてログインする端末の場合、上記の画面が
表示されます。「 次へ 」をクリックします。

3
eo I D/eo I D パスワードを入力します。
eo I D

eo 光登録証に記載の
「 初期 eo I D 」を入力

パスワード

eo 光登録証に記載の
「 初期 eo I D パスワード 」を入力

※eoID・eoIDパスワードはご希望のものに変更してい
ただけます。詳しくは「 eo 光ネットお困りごと解決
ガイド 」をご覧ください。

画面の案内にしたがって、パズルを完成させた後、
「 ログイン 」をクリックします。

8

画面の案内にしたがって、ご希望の設定を行って
ください。

お知らせメール確認のお願い
eo のメールアドレスには、メンテナンス情報やサービス内容の変更など、重要なお知らせが届きますので
こまめにご確認いただくようお願いいたします。
お知らせメールの確認は、以下でご案内する eo WEB メールでかんたんに行っていただけます。※

※メールソフトで eo のメールを送受信される場合は、eo ユーザーサポート（ https://support.eonet.jp/ ）をご覧いただき、
設定を行ってください。

eo WEB メールのご案内
eo WEBメールは、Internet Explorerなどのブラウザー上でメールの送受信ができるeoのおすすめメール
サービスです。インターネットにつながっていれば、パソコン・スマホなどの複数の端末から設定不要でご
利用いただけますので、ぜひご活用ください。
家ではパソコンのメールソフト、外では WEB メール
といったように、併用してのご利用も可能です。

eo以外のメールアドレスに届くメールも受信すること
ができるので、まとめてメールチェックができる！
Yahoo! メール

eo

家でも外でもフル活用！

※設定が必要です

Gmail

今お使いのメールもまとめて受信

eo WEB メールの使い方
eo WEB メールは、ホームページを見るようにブラウザー上に画面を表示して利用します。
メールの送信や受信は、パソコンのメールソフトと同じような方法で行えます。

1

2

eo ポータルサイト（ https://eonet.jp/ ）の「 eo

WEB メール 」をクリックし、項目を入力します。

メール
アドレス

現在ご利用の
「 メールアドレス 」を入力

メール
パスワード

eo 光登録証に記載の
「 メールパスワード 」を入力

「 eo WEB メール 」が表示されます。
詳 し い 使 い 方 は、「 ヘ ル プ 」を ク リ ッ ク し、
ご確認ください。

※「 メールパスワード 」を変更されている場合は、ご
利用中のものを入力します。

以上を入力後、「 ログイン 」をクリックします。
※「 ログイン状態を保持する 」にチェックを入れると
30 日間はブラウザーを閉じても再ログインの操作
が不要になります。

スマートフォンでご利用の場合
スマートフォンでご利用の場合、スマートフォン版の eo WEB メールが表示されます。
スマートフォン版では、添付ファイルの送受信ができないなど、利用できる機能に制限があります。

9

セキュリティー対策のお願い
ここでは、eo から提供しているセキュリティー対策サービスをご案内します。
セキュリティー対策をせずにインターネットを利用すると、
ウイルスに感染し、パソコンが正常に動作しなくなったり、
個人情報が漏えいしたりする危険性がありますので、必ず
対策を行ってください。

Web 脅威対策

ウイルス対策

ID
PW

必ず行いたいセキュリティー対策
セキュリティー対策ソフトを利用する

eo のオススメ

eo セキュリティーパック

ウイルスの感染などさまざまな脅威からパソコンを守れます。

1

eo セキュリティーパック

詳しくは Web へ

https://eonet.jp/option/securitypack/

セキュリティー対策ソフトに加えて、eo 光ネットを安心して快適に利用できるオプションサービスが
パックになったおトクなサービスです。

マカフィーⓇ マルチ アクセス

Windows

macOS

Andr o i d TM

i OS

5 台まで対応！

日本や世界で実績のある、パソコン・スマホ・タブレット用の総合セキュリティー対策ソフトです。
自動でアップデートされるので常に最新のセキュリティー対策をご利用いただけます。
また、覚えきれない ID/ パスワードを安全に管理できるパスワード管理ソフト（ True Key TM ）もご利用
いただけます。

○ご利用にはお手続きとソフトのインストールが必要です。eo マイページ（ https://mypage.eonet.jp/ ）からお手
続きいただき、各デバイスでソフトをダウンロードしてください。
○本サービス単独ではお申し込みいただけません。

メールウイルスチェックサービス
メール受信の前に、サーバー側でウイルスを検知・削除します。
○最大 5 つのメールアドレスまで自動適用します。

月額料金 216 円※
×5個
[1メールアドレスごと]

リモートサポートプラス
お客さまのパソコンやスマホの画面をオペレーターが共有・遠隔操作
して、問題解決をお手伝いします。

月額料金 216 円※
※単独でお申し込みの場合

eo セキュリティーパックなら 3 つまとめて
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270円/月

そのほかの eo のセキュリティー対策サービス
インターネットサギウォール for eo
Windows Android

TM

i OS

ウイルスバスター マルチデバイス 月額版 for eo

5 台まで対応！

インターネット詐欺による金銭被害・個人情報盗
難被害の対策に特化した、セキュリティー対策ソ
フトです。

Windows

または、eo スマートリン
クプレミアムパックご契約の方は、月額料金 162 円で
ご利用いただけます。

Android TM

i OS

3 台まで対応！

パ ソ コ ン や ス マ ホ、 タ ブ レ ッ ト に お け る 総 合 セ キ ュ リ
ティー対策サービス。ライセンスが自動更新されるので、
期限切れの心配もありません。

月額料金 378 円 [ 1 ライセンス（ 端末 5 台まで ）ごと ]

eo セキュリティーパック

macOS

月額料金 453 円 [ 1 ライセンス（ 端末 3 台まで ）ごと ]
マカフィー マルチ アクセスをインストールされているデバイス
で同時にはご利用できません。

他社プロバイダーから eo へ乗り換えられた場合
他社プロバイダー提供のセキュリティー対策サービスや、ルーターなどを利用されていた場合、ご解約後サービスが
利用できなくなる可能性があります。
セキュリティー上大変危険です。必ずセキュリティー対策を行ってください。

フレッツ光
「 セキュリティー対策ツール」は、
フレッツ光提供の
セキュリティー対策サービスです。

Yahoo!BB

J:COM NET

「 BB セキュリティ 」は、
Yahoo!BB 提供の
セキュリティー対策サービスです。

「 マカフィー for Z AQ 」は、
J:COM NET 提供の
セキュリティー対策サービスです。

※ご利用いただけなくなった「 セキュリティー対策ソフト 」は、パソコンからアンインストールする必要があります。
アンインストール方法は、提供元プロバイダーへご確認ください

お申し込みは Web またはお電話で

eo マイページ

https://mypage.eonet.jp/

※お電話でのお申し込みは、裏表紙記載の eo サポートダイヤルへお問い合わせください。

記載の料金は 2019 年 4 月現在の税率（ 8％ ）に基づく税込金額です。税率の引き上げに応じて金額は変更されます。
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（ 別冊 ）や
お問い合わせいただく前に、「 eo 光ネットお困りごと解決ガイド 」
「 eo ユーザーサポート 」をご覧ください。

eo ユーザーサポート
よくあるご質問や、各種マニュアルなど、eo サービスを快適に
ご利用いただくための Web サイトです。

eo ユーザーサポート

スマホからも
アクセス !

https://support.eonet.jp/

メールでのお問い合わせは
ホームページからのお問い合わせ URL

https://support.eonet.jp/p/ 61002/

お電話でのお問い合わせは

eo サポートダイヤル＜受付時間／年中無休 9：00 ～ 21：00 ＞
● eo 光電話・LaLa Call から（ 通話料無料 ）

eo 光ネットの各種操作・設定・ご利用トラブル
eo 光ネットのサービスの変更・ご確認

オペレーター

直通 !

1132
1573
151

その他のお問い合わせ
● その他のお電話から

0120 - 919 -151
050 - 7105 - 6333

（ 携帯電話、PHS からもご利用いただけます ）
（ 他社 IP 電話から ）

※登録証をご用意の上、お問い合わせください。電話番号をよくお確かめの上、お間違いのないようおかけください。
※お問い合わせいただきました内容は、お客さま対応の品質の維持・向上のため、録音させていただいております。

初期設定サポートのお問い合わせは
初期設定サポート専用ダイヤル ＜受付時間／年中無休 9：00 ～ 21：00 ＞

0120- 953- 151

（ 携帯電話、PHS からもご利用いただけます ）

初期設定サポートをご希望の場合は、
開通工事完了後 2 カ月以内にお問い合わせください。

eo 光ネットスタート設定ガイド 【マンションタイプ

プライベートプラン】

本書の内容の全部あるいは一部を当社に無断で転載あるいは複製することは禁じられています。
本書は、改良などのため予告なく変更することがあります。
W i - F i は、W i - F i Alliance の登録商標です。
Microsoft および Windows、Internet Explorer、Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国に
おける登録商標または商標です。
Apple および macOS、Safari は Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
IOS は、Cisco 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あり、ライセンスに基づき使用されています。
Andr o i d™ は Google LLC の登録商標または商標です。
その他本書に記載する会社名、システム名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
なお、本文中の TM および ® マークは一部省略しております。
本書の表示価格は、「 税抜 」記載のものを除き、すべて税込です。
本書の記載内容は、2019 年 4 月現在のものです。
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