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NSD-M1000

無線LAN中継機

取扱説明書

H-057-100-02(1)

本書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。
本書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故
になることがあります。

各部の名前













　WPSボタン
　状態ランプ
　通気口
　LAN端子

　RESETボタン
　DC IN端子
　製品ラベル

状態ランプについて

ランプの色と状態 本機の状態
緑と赤で点滅 無線LAN未設定（お買い上げ時の状態）

緑で点灯 EasyMeshモードで接続中

赤で点灯 起動失敗／ソフトウェア更新失敗

緑で点滅 無線LANルーター（親機）とペアリング中

オレンジで点滅 起動中／初期化中／ソフトウェア更新中

赤で点滅 無線LANルーター（親機）接続なし／不正なソフ
トウェア更新ファイルを受信

消灯 電源オフ

 安全のために

警告表示の意味
本書および製品では、次のような表
示をしています。表示の内容をよく
理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、
火災・感電・発熱・破裂などにより
死亡や大けがなどの人身事故が生じ
ます。

この表示の注意事項を守らないと、
火災・感電などにより死亡や大けが
など人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、
感電やその他の事故によりけがをし
たり周辺の物品に損害を与えたりす
ることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

本機は安全に充分配慮して設計されています。しかし、
電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火
災や感電などにより人身事故になることがあり危険
です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りくだ
さい。

安全のための注意事項を守る
この「安全のために」の注意事項をよくお読みくださ
い。

定期的に点検する
ほこりがたまっていないか、故障したまま使用してい
ないか、などを定期的に点検してください。

故障したら使わない
すぐにご契約先のお問い合わせ窓口に修理をご依頼
ください。

万一、異常が起きたら

 • 煙が出たら
 • 異常な音・においがしたら
 • 内部に水・異物が入ったら
 • 製品を落としたり、キャビネットを破損したと
き


 電源アダプタを抜く
 ご契約先のお問い合わせ窓口に点検・修理を依頼

する

  下記の注意事項を守らないと、火災・感電により死亡や大け
がの原因となります。

電源アダプタを傷つけない
電源アダプタを傷つけると、火災や感電の原因となります。

 • 本機と机や壁などの間にはさみ込んだりしない。
 • 電源アダプタを加工したり、傷つけたりしない。
 • 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
 • 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
 • 電源アダプタをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない
上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。本書に記されている使用条
件以外の環境でのご使用は、火災や感電の原因となることがあります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源アダプタを抜いてください。

分解や改造をしない
故障や火災・感電の原因となります。内部の点検および修理はご契約先のお問い合わ
せ窓口にご依頼ください。

付属の電源アダプタ以外は使用しない
火災や感電・誤動作の原因となります。

落雷のおそれがあるときは本機を使用しない
落雷により、感電することがあります。雷が予測されるときは、火災や感電・製品の故
障を防ぐために電源アダプタを抜いてください。
また、雷が鳴り出したら、本機には触らないでください。

ぬれた手で電源アダプタにさわらない
ぬれた手で電源アダプタの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。

本機は日本国内専用です
 • 交流100 Vでお使いください。 
海外などで、異なる電圧で使うと、火災や感電の原因となることがあります。 
本機は国内専用です。海外で使用することを動作保証するものではありません。
 • 電源アダプタを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱
や故障の原因となります。
 • 本機の無線機能は国内専用です。海外で使うと罰せられることがあります。

危険な場所に取り付けない
天井など、安定して設置できない場所には取り付けないでください。
落下してけがの原因となります。
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本機の設定方法を動画でわかりやすく説明します。
下記からご覧ください。
https://www.nuro.jp/r/youtube/meshwifi/

本機の設定方法について

内容品を確認する
次の内容品がすべてそろっていることを確認してください。
もし、不足しているものがある場合は、サービス提供元にご連絡ください。

 • NSD-M1000本体  • 電源アダプタ

 • 取扱説明書（本書）

https://www.nuro.jp/r/youtube/meshwifi/
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  下記の注意事項を守らないと、医療機器などを誤動作させる
おそれがあり事故の原因となります。

特定の状況下では無線機能を使用しない
本機は無線機能を内蔵しています。
以下の点に注意してご使用いただき、障害などが発生した場合には、本機の無線機能を
使用しないようにしてください。また、緊急の場合には、ただちに本機の電源アダプタ
を抜いてください。

 • 航空機の機内では無線機能を使用しない。 
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
 • 本機を自動ドア・火災報知器などの自動制御機器の近くでは使用しない。 
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
 • 本機を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ただちに使用をやめる。 
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えた
りすることがあります。

指定された電源アダプタを使う
付属の電源アダプタはこの機器のみでご使用いただく専用品です。
他の製品ではご使用になれません。
また、付属の電源アダプタ以外は本機にはご使用にならないでください。発熱により火
災・感電の原因となることがあります。

電源アダプタのケーブルを電源アダプタに巻き付けない
断線の原因となることがあります。

通電中の本機や電源アダプタに長時間ふれない
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。
また、衣類の上からでも長時間ふれたままになっていると、低温やけどになる可能性が
あります。

本機や電源アダプタを布や布団などでおおった状態で使用しない
熱がこもって本機が変形したり、故障や火災の原因となることがあります。

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な場所に設置すると、製品が落ちたり
倒れたりして、けがの原因となることがあります。安定した場所に本機を置いてお使い
ください。

水のある場所に置かない
水が入ったり、ぬれたり、風呂場などで使うと、火災や感電の原因となります。

お手入れの際は、電源アダプタを抜く
電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

移動させるときは、電源アダプタを抜く
接続したまま移動させると電源アダプタが傷つき、火災や感電の原因となったり、接続
している機器が落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
また、本機を落とさないようにご注意ください。

端子はきちんと接続する
端子はまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むとピンとピンがショー
トして、火災の原因となることがあります。

長時間使用しないときは電源アダプタを抜く
長時間使用しないときは、安全のため電源アダプタをコンセントから抜いてください。

直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置・保管しない
内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

製品の上にものを載せない
製品の上にものを載せると、故障や事故の原因となります。特に、水が入ったものを置
くと内部に水が入り、火災や感電の原因となることがあります。

本機に強い衝撃を与えない
重いものを載せる、落とす、本機の上に乗るなど、無理な力が加わると、けがや故障の原
因となることがあります。

本機を運搬するときは落下に注意する
本機を持ち運ぶときは落下にご注意ください。落下すると本機が壊れたり、けがの原因
となります。

通気口付近に手やものを近付けない
通気口付近に手を近づけたり、変形しやすいものを置くとやけどや変形の原因になりま
す。

幼児の手の届かないところに置く
ケーブルを首に巻きつけたり、部品や付属品を誤って飲み込んだりすると、事故やけが
の原因となります。

使用上のご注意
本機を正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前にこの「使用上のご注意」をよく
お読みください。

 • 他の機器が多く接続されている延長コードに本機を接続しないでください。
 • 感電またはその他の危険を回避するために、電源プラグは清潔で乾燥した状態に保ってください。
 • 本機は卓上設置専用として設計されています。その他の物を重ね置きしないでください。熱や歪み
により本機が損傷する場合があります。また、放熱のため、本機の周囲に少なくとも5 cm以上のスペー
スを確保してください。
 • 風通しの良い場所に本機を設置してください。棚やクローゼットなど、風通しの悪い、閉め切った場
所に設置すると、故障することがあります。
 • 塗装や印刷がはがれる可能性があるため、本機の外装を引っ掻いたりしないでください。
 • 本機を電子レンジ・冷蔵庫・携帯電話など、強力な磁場や磁界が発生する電子機器のそばに置かない
でください。
 • 本機を使用する環境温度については、本機の「動作環境」の仕様範囲内で使用してください。
 • ケーブルが損傷または劣化した場合は利用を中止してください。
 • 本機のほこりや汚れをふきとる場合は、乾いた布でふきとってください。なお、清掃する前に、電源ア
ダプタなどすべてのケーブルを抜いてください。
 • クリーニング液またはスプレー式洗浄剤を利用して本機を清掃しないでください。
 • 本機をテレビ、ラジオなどの近くで使用する場合、影響を与えることがあります。
 • 本機および梱包材が不要になった場合は、ご利用のサービスプロバイダにご連絡ください。

無線LAN機能について
周波数について
本機は2.4 GHz帯、および5 GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることが
あります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、次の事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項
本機の使用周波数は2.4 GHz/5 GHz帯です。2.4 GHz帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器
のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許
を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
1. 本機を使用する前に、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、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を

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。
3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ご契約先のお問い合わせ窓口までお問い合わ

せください。
4. 本製品の無線LAN機能は、2.4 GHz帯の周波数を使用します。

 • 無線LAN機能：2.4DS8/OF8  
本製品は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。
与干渉距離は約80 m以下です。

5 GHz機器使用上の注意事項
本機器が使用するチャンネルは以下のとおりです。

IEEE802.11a/n/ac/ax

J52 W52 W53 W56

 • 本機器内蔵の無線LANを5.2 GHz帯または5.3 GHz帯でご利用になる場合、電波法の規定により屋外
ではご利用になれません。
 • 5.3 GHz帯または5.6 GHz帯を選択した場合は、電波法の規定により、通信開始前にレーダー検出を行
います。レーダーが検出された場合は一時的に通信が中断されることがあります。

無線LANに関するご注意
紛失や盗難などによって、本機に搭載されている接続先への不正アクセスや利用などが行われ、被害や
損害が発生しても、弊社は一切の責任を負いかねます。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティーについて
 • ハッキングや悪意のある第三者からのアクセス、その他の脆弱性を回避するため、常にセキュアな無
線LANを使用していることを確認してください。
 • 無線LANではセキュリティーの設定をすることが非常に重要です。
 • セキュリティー対策を施さず、あるいは無線LANの使用上やむを得ない事情により、セキュリティー
の問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかね
ます。

よくある質問（Q&A）
本機を使用中に困ったときや動作しなくなったときは、お問い合わせの前に下記の解決
方法をお試しください。それでも正常に動作しないときは、ご契約先のお問い合わせ窓
口にお問い合わせください。

電源アダプタを接続後、状態ランプが点灯しない。
 • すべてのケーブルを正しく接続しているか確認してください。
 • 電源がオフになっています。付属の電源アダプタを正しく接続しているかご確認ください。

本機をお買い上げ時の設定に戻したい。
先端が細いものを使用して、本機のRESETボタンを５秒以上押し、本機を再起動してください。設定内
容がすべてお買い上げ時の状態に戻ります。

深夜2時～ 5時の間に本機が再起動した。
自動システムアップデート機能により、ソフトウェアが最新のバージョンにアップデートされる場合が
あります。再起動後、状態ランプの表示が正常な場合は、そのままご使用ください。

起動に時間がかかる
起動には、3分程度の時間がかかります。（起動の確認方法については、取扱説明動画をご参照ください。）
また、起動直後にソフトウェアの更新が実行される場合があります。ソフトウェアの更新には再起動を
伴い、５分程度かかります。

主な仕様
外形寸法
約134 mm×45 mm（直径×高さ）

質量
約243 g（本体のみ）

最大消費電力
18 W

定格電流/電圧
DC 1.5 A、12 V
AC 100 V

動作環境
温度：0 - 40 ℃
湿度：0 - 80 ％

有線LAN
1000BASE-T（1）、
Auto-nego、MDI/MDI-X

無線LAN
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

商標について
本書に記載されているシステム名、商品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは
商標です。


