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    はじめにお読みください  

    ■■■■    CTY モバイル“E”が提供する通信でのみ、ご利用になれます。 

■■■■ CTY モバイル“E”が提供する SIM カード及びデータ通信カードの組み合わせでのみ、ご利用になれます。 

 

         

    動作環境の確認 

            動作環境によってはご利用になれない場合があります。 

CTY では、以下の動作環境以外によるお問い合わせ及び動作保障は、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

    
■■■■ Windows Windows Windows Windows                WindowsWindowsWindowsWindows でごでごでごでご利用利用利用利用のののの場合場合場合場合、、、、ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティのののの    インストーインストーインストーインストールルルル    及及及及びびびび    セットアップセットアップセットアップセットアップ    はははは    P.2P.2P.2P.2    ををををごごごご参照参照参照参照くださいくださいくださいください。。。。    

 

対応機種 USB ポート（USB1.1 又は 2.0 に準拠）を搭載した PC/AT 互換機※1  

対応 OS※2 Windows Vista（日本語版）、Windows XP SP2 以降（日本語版）  

メモリ Vista : 推奨 1GB 以上 512MB 以上必要 XP : 推奨 512MB 以上 256MB以上必要 

 

動作環境※3 

ハードディスク 100MB 以上 50MB 以上の空き容量が必要 

 

 ※1 USB ハブを経由しての動作は保障いたしかねます。 

※2 OS アップグレードからの動作は保障いたしかねます。 

※3 必要メモリ及びハードディスクの空き容量は、システム環境によって異なることがあります。 

 

■■■■ Macintosh Macintosh Macintosh Macintosh   Macintosh   Macintosh   Macintosh   Macintosh でごでごでごでご利用利用利用利用のののの場合場合場合場合、、、、ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティのののの    インストールインストールインストールインストール    及及及及びびびび    セットアップセットアップセットアップセットアップ    はははは    P.5P.5P.5P.5    をごをごをごをご参照参照参照参照くださいくださいくださいください。。。。 

対応機種 USB ポート（USB1.1 又は 2.0 に準拠）を搭載した Intel CPU または Power PC CPU モデルの Macintosh※1 

対応 OS※2 Mac OS X 10.4～10.5 

メモリ 推奨 512MB 以上 256MB 以上必要 動作環境※3 

ハードディスク 100MB 以上 50MB 以上の空き容量が必要 

  

 

※1 USB ハブを経由しての動作は保障いたしかねます。 

※2 OS アップグレードからの動作は保障いたしかねます。 

※3 必要メモリ及びハードディスクの空き容量は、システム環境によって異なることがあります。 
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    ■■■■1111    本製品本製品本製品本製品のののの接続接続接続接続    

本製品をパソコンと接続してください。 

※なお、本製品を初めてパソコンに接続した場合、最初に

「USB 大容量記憶デバイス」がインストールされます。 

       

■■■■5555    インストールインストールインストールインストール先先先先のののの選択選択選択選択    

ユーティリティのインストール先を指定します。 

 

【次へ】 クリック 

 

 

 

 

■2222    言語言語言語言語のののの選択選択選択選択 

インストーラーが自動起動されます。言語を選択してください。 

※自動再生が表示された場合「AutoRun.exe」を選択します。 

 

【Japanese（日本語）】 → 【OK】 クリック    

■6666    スタートメニューフォルダスタートメニューフォルダスタートメニューフォルダスタートメニューフォルダのののの名前指定名前指定名前指定名前指定 

スタートメニューに表示するフォルダ名を指定します。 

 

【インストール】 クリック 

 

 

 

 

■3333    インストールインストールインストールインストール画面画面画面画面のののの表示表示表示表示 

インストール画面が表示されます。 

「次へ」を選択してください。 

 

【次へ】 クリック 

■7777    インストールインストールインストールインストールのののの開始開始開始開始 

ユーティリティのインストールが開始されます。 

 

 

 

 

■4444    使用許諾契約書使用許諾契約書使用許諾契約書使用許諾契約書のののの同意同意同意同意 

「使用許諾契約書」を確認し、「同意する」を選択してください。 

 

【同意する】 クリック 

■8888    パソコンパソコンパソコンパソコンのののの再起動再起動再起動再起動 

インストールを反映させる為、パソコンを再起動してください。 

 

【今すぐ再起動する】 → 【完了】 クリック 

 

 

 

 

Windows 編 １１１１....インストールインストールインストールインストールしようしようしようしよう    
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2.2.2.2.ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティのののの設定設定設定設定 Windows 編 

    ■■■■1111    ユーティリティソフトユーティリティソフトユーティリティソフトユーティリティソフトのののの起動起動起動起動 

 をダブルクリックし、ユーティリティを起動します。 

  

デスクトップから  をダブルクリック    

■4444    接続先接続先接続先接続先のののの入力入力入力入力 

各項目に「CTYCTYCTYCTY モバイルモバイルモバイルモバイル““““EEEE””””サービスサービスサービスサービス    登録確認書登録確認書登録確認書登録確認書」から指定 

された値を入力してください。入力後、「保存」を選択します。 

《 設定前 》 

  

 

 

 

 

 

 

 

 プロファイル名※ プロファイル名   

 ダイナミック/スタティック スタティック   

 APN APN（スタティック）   

接続番号 *99***1#  

ユーザー名 ユーザー名  

パスワード ユーザー名のパスワード  

    ■2222    接続先接続先接続先接続先のののの設定設定設定設定 

接続先を作成します。「設定」を選択してください。 

 

【設定】 クリック    

 ■3333    接続先接続先接続先接続先のののの新規作成新規作成新規作成新規作成 

新たに接続先を作成するため、「新規」を選択してください 

 

【新規】 クリック 

※既存のプロファイル名「emb.ne.jp」と同じ名前を使用すると、

既存の設定内容が上書きされますのでご注意ください。 

 

《 設定後 》 

  

【保存】クリック → 【デフォルト】クリック → 【OK】クリック 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 編 2.2.2.2.セットアップセットアップセットアップセットアップしようしようしようしよう    
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3.3.3.3.ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの接続接続接続接続////切断切断切断切断  Windows 編 

                 

    ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの接続接続接続接続            ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの切断切断切断切断     

  ■■■■1111    ユーティリティユーティリティユーティリティユーティリティをををを表示表示表示表示    

タスクトレイかデスクトップの  からユーティリティを起動 

してください。 

 

 ダブルクリック 

    ■■■■1111    ネットワークネットワークネットワークネットワークにににに接続接続接続接続 

ユーティリティ画面内にある「接続先」から、新規作成した 

「CTY-MOBILE」を選択し、「接続」を選択してください。 

 

【接続先】CTY-MOBILE → 【接続】 クリック    

        ■■■■2222    ネットワークネットワークネットワークネットワーク接続接続接続接続をををを切断切断切断切断    

ユーティリティ画面にある「切断」を選択してください。 

 

【切断】 クリック    

    ■2222    ネットワークネットワークネットワークネットワーク接続接続接続接続のののの開始開始開始開始 

ネットワーク接続の状況が表示されます。 

 

※【キャンセル】 はクリックしないでください。 

  ■■■■3333    ネットワークネットワークネットワークネットワーク切断切断切断切断のののの開始開始開始開始    

ネットワーク切断の状況が表示されます。 

 

 

 

 ■3333    ネットワークネットワークネットワークネットワーク接続接続接続接続のののの結果結果結果結果 

□□□□    ネットワークネットワークネットワークネットワーク接続接続接続接続がががが    成功成功成功成功    のののの場合場合場合場合    

・端末のランプが 青色青色青色青色    で 点灯点灯点灯点灯    します。 

・タスクトレイに「接続しました」と表示されます。 

 

 

□□□□    ネットワークネットワークネットワークネットワーク接続接続接続接続がががが    失敗失敗失敗失敗    のののの場合場合場合場合    

  ・端末のランプが 青色青色青色青色    で 点滅点滅点滅点滅 します。 

・接続ができませんでしたとメッセージが表示されます。 

 

※本書 P.3「2.セットアップしよう」で行った設定を確認し、 

再度ネットワーク接続を行ってください。 

  ■■■■4444    ネットワークネットワークネットワークネットワーク切断切断切断切断のののの完了完了完了完了    

ネットワーク接続が切断されました。 

今回のネットワーク利用状況が表示されます。 

「OK」を選択してください。 

  

【OK】 クリック 

 

3.3.3.3.接続接続接続接続しようしようしようしよう    Windows 編 
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    ■■■■1111    本製品本製品本製品本製品のののの接続接続接続接続    

本製品をパソコンと接続してください。 

       

 

 

 

 

■2222    インストーラーインストーラーインストーラーインストーラーのののの起動起動起動起動 

「EMOBILE HW ユーティリティ」を起動します。 

 

【EMOBILE HW ユーティリティ】 → ダブルクリック    

 

 

 

 

■3333    インストールインストールインストールインストール画面画面画面画面のののの表示表示表示表示 

インストール画面が表示されます。 

「続ける」を選択してください。 

 

【続ける】 クリック 

 

 

 

■4444    インストインストインストインストールールールール先先先先のののの選択選択選択選択 

ユーティリティのインストール先を指定します。 

 

【インストール】 クリック 

■■■■5555    インストールインストールインストールインストールのののの完了完了完了完了    

ユーティリティのインストールが完了しました。 

 

【閉じる】 クリック 

 

 

 

 

Macintosh 編 １１１１....インストールインストールインストールインストールしようしようしようしよう    
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■■■■1111    ユーティリティソフトユーティリティソフトユーティリティソフトユーティリティソフトのののの起動起動起動起動 

「Finder」からユーティリティを起動します。 

「Macintosh HD」内の「アプリケーション」を開いてください。 

  

【EMOBILE HW ユーティリティ】ダブルクリック    

■4444    接続先接続先接続先接続先のののの入力入力入力入力 

各項目に「CTYCTYCTYCTY モバイルモバイルモバイルモバイル““““EEEE””””サービスサービスサービスサービス    登録確認書登録確認書登録確認書登録確認書」から指定

された値を入力してください。入力後、「保存」を選択します。 

《 設定前 》 

 

 プロファイル名※ プロファイル名  

 アクセスポイント名 APN（スタティック）  

 接続番号 *99***1#  

 ユーザー名 ユーザー名  

パスワード ユーザー名のパスワード  

認証 CHAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2222    接続先接続先接続先接続先のののの設定設定設定設定 

接続先を作成します。「設定」を選択してください。 

 

【設定】クリック    

 

    

■3333    接続先接続先接続先接続先のののの新規作成新規作成新規作成新規作成 

接続先を作成します。「新規」を選択してください。 

 

【新規】 クリック 

※既存のプロファイル名「emb.ne.jp」と同じ名前を使用すると、

既存の設定内容が上書きされますのでご注意ください。 

 

《 設定後 》 

 

【保存】クリック → 【OK】クリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macintosh 編 2222....セットアップセットアップセットアップセットアップしようしようしようしよう    
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ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの接続接続接続接続            ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの切断切断切断切断    

■■■■1111    ネットワークネットワークネットワークネットワーク接続接続接続接続をををを切断切断切断切断    

ユーティリティ画面にある「切断」を選択してください。 

 

【切断】 クリック 

■■■■1111    ネットワークネットワークネットワークネットワークにににに接続接続接続接続 

ユーティリティ画面内にある「接続先」から、新規作成した 

「CTY-MOBILE」を選択し、「接続」を選択してください。 

 

【接続先】CTY-MOBILE → 【接続】 クリック    

■2222    パスワードパスワードパスワードパスワードのののの入力入力入力入力 

Mac OS X のログインパスワードを入力してください。 

 

【パスワード】ログインパスワード → 【OK】 クリック 

  

■■■■２２２２    ネットワークネットワークネットワークネットワーク切断切断切断切断のののの完了完了完了完了    

ネットワーク接続が切断されました。 

「OK」を選択してください。 

 

【OK】 クリック 

 

■3333    ネットワークネットワークネットワークネットワーク接続接続接続接続のののの結果結果結果結果 

□□□□    ネットワークネットワークネットワークネットワーク接続接続接続接続がががが    成功成功成功成功    のののの場合場合場合場合    

・端末のランプが 青色青色青色青色    で 点灯点灯点灯点灯    します。 

・接続に成功しましたとメッセージが表示されます。 

 

    

□□□□    ネットワークネットワークネットワークネットワーク接続接続接続接続がががが    失敗失敗失敗失敗    のののの場合場合場合場合    

  ・端末のランプが 青色青色青色青色    で 点滅点滅点滅点滅 します。 

・接続ができませんでしたとメッセージが表示されます。 

※本書 P.6「2.セットアップしよう」で行った設定を確認し、 

再度ネットワーク接続を行ってください。 

   

3333....接続接続接続接続しよしよしよしようううう    Macintosh 編 
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Microsoft、Windows、Windowsロゴ、WindowsXP/Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国その他の国における登録商標です。 

Macintosh は米国 Apple の米国その他の国における商標です。 

その他、一般に会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。 

なお、マニュアル、ホームページ中では、TM、R マークは明記しておりません。 

マニュアル及びホームページの内容、記載された製品の仕様その他は予告なく変更される可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＴＹＣＴＹＣＴＹＣＴＹサポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター    

TEL 059059059059----359359359359----3016301630163016    
E-Mail support@cty-net.ne.jp 

 

ホームページ http://www.cty-net.ne.jp/ 

 

月～土 9:00～20:00  

    

 

受付時間 
日、祝日 10:00～17:00  

 

 


