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取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

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。

この取扱説明書には、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。この取
扱説明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。
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警告表示の意味
取扱説明書および製品では、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家財に
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

安全のために
ソニー製品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」をよくお読みください。

定期的に点検する
1年に1度は、モジュラーコンセントとモジュラープラグ
との間にほこりがたまっていないかどうかを点検してく
ださい。

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいた
ら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修
理をご依頼ください。

1 モジュラープラグをモジュ
ラーコンセントから抜く

2 お買い上げ店またはソニー
サービス窓口に修理を依頼
する

m

,変な音・においがし
たら、煙が出たら

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。

機器のジャック部に指を
差し込まない

感電の原因となります。
また、モジュラープラグと壁のモジュ
ラーコンセントとの接続は、本機と機器
の接続をしたあとに行なってください。

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、すぐにモジュラープラグをモジュ
ラーコンセントから抜いて、お買い上げ
店またはソニーサービス窓口にご相談く
ださい。

雷が鳴りだしたら、機器や
電話回線ケーブルに触れない

感電の原因になります。

ぬれた手で機器や電話回線
ケーブル、モジュラー
ジャックにさわらない。
感電の原因となることがあります。

下記の注意事項を守らないと

けがをしたり家財に損害を与えたりする

ことがあります。

分解や改造をしない

感電の原因となることがあります。
内部の点検や修理はお買い上げ店または
ソニーサービス窓口にご依頼ください。

本体を布団などでおおった
状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災
の原因となることがあります。

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてのご不明な点や技術的なご質問、故障と思
われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先
をご利用ください。

● コンピューター関連アクセサリーカスタマーサポート
ホームページへ
次のURLからご覧いただけます。

http://www.sony.co.jp/support/pc-acc/

ADSLスプリッターやADSLフィルターに関する最新
サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答
などをご案内しております。

● 電話またはFAXでのお問い合わせは、お客様ご相談セン
ターへ
下記電話・FAX番号へお問い合わせください。
お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

•型名：
•ご相談内容：できるだけ詳しく
•ご使用のプロバイダーとADSL接続業者
•ご契約のサ－ビス内容
（例：12Mbpsサ－ビスなど）

この説明書は再生紙を使用しています。



zヒント
接続の際は、お手持ちのモジュラーケーブルまたはソ
ニー製モジュラーケーブル（推奨）をご使用ください。

ご注意
• 本機はADSLスプリッターの前後には接続できませ
ん。

• 接続した電話端末機器の誤動作を防ぐために、本機は
同一回線へ最大2台まで接続可能です。3台以上接続し
た場合は、お客様のご使用の環境によっては、電話端
末機器が正しく動作しないことがあります。

症状

電話が使えない。

FAX通信ができな
い。

ナンバーディスプレ
イやＬモードが使え
ない。

通話中にノイズが入
る。

　　

原因/処置

t 本機と電話機、本機とモジュラーコンセ
ントが正しく接続されていない。

• 本機のTEL/FAX端子に電話機を、モ
ジュラーコンセントに本機を、正しく
接続してください。

t 本機を接続しないで、直接電話機と壁の
モジュラーコンセントを接続すると電話
機が使える。

• 本機の故障が考えられますので、お買
い上げ店または、お近くのソニーサ－
ビス窓口にご相談ください。

t 複数のスプリッターやフィルターを使用
している。

• ご家庭内でADSLスプリッターを複数
使用する場合は、他社製スプリッター
と組み合わせて使用しないでくださ
い。他社製スプリッターと組み合わせ
ると、ご使用の環境によっては正しく
動作しないことがあります。全てをソ
ニー製のADSLスプリッターまたは
フィルターにしてご使用ください。

t 複数のスプリッターやフィルターを使用
している。

• ご家庭内でADSLスプリッターを複数
使用する場合は、他社製スプリッター
と組み合わせて使用しないでくださ
い。他社製スプリッターと組み合わせ
ると、ご使用の環境によっては正しく
動作しないことがあります。全てをソ
ニー製のADSLスプリッターまたは
フィルターにしてご使用ください。

t 複数のスプリッターやフィルターを使用
している。

• ご家庭内でADSLスプリッターを複数
使用する場合は、他社製スプリッター
と組み合わせて使用しないでくださ
い。他社製スプリッターと組み合わせ
ると、ご使用の環境によっては正しく
動作しないことがあります。全てをソ
ニー製のADSLスプリッターまたは
フィルターにしてご使用ください。

t ナンバーディスプレイやLモードをご利用
になるには、それらのサ－ビスに対応し
た電話機および、NTTとの契約が必要で
す。

t 本機と電話機、本機とモジュラーコンセ
ントが正しく接続されていない。

• 本機のTEL/FAX端子に電話機を、モ
ジュラーコンセントに本機を、正しく
接続してください。

t 本機を外したときの方がノイズが少なく
なる。

• 本機の故障が考えられますので、お買
い上げ店または、お近くの ソニーサ－
ビス窓口にご相談ください。

主な特長
電話回線の中を流れてくるADSL信号が電話機側へ漏れ
ることで、通信状態が不安定になる場合があります。本
機は、ADSL信号が電話機側へ漏れるのを防ぎ、回線状
態を安定させます。

接続
接続する

1 本機のTEL/FAX端子に、電話機またはFAX電話機を
接続する。

2 本機のLINE端子と各部屋のモジュラーコンセントと
を接続する。

モジュラープラグを接続する際には、カチッと音がする
まで差し込んでください。

故障かな？と思ったら

LINE

TEL/FAX

主な仕様
コネクター

回線側：6極2芯モジュラージャック x 1
端末側：6極2芯モジュラージャック x 1

外形寸法 約40 x 61 x 23.5mm
（幅 x 高さ x 奥行：突起部含まず）

質量 約40g
ADSL対応通信速度

1.5/8/12/24/26Mbpsに対応
対応方式 Annex A、Annex C、Annex I

（ITU–T G992.1/G992.2準拠）
フィルター特性
（減衰量）25kHz ～ 300kHz：65dB以上

301kHz ～ 1,104kHz：55dB以上
雷サージ ITU-T　K20-K21 国際電気通信連合試験準拠
認定番号 A03–0349JP

本機の仕様および外観は、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。

Lモードは、東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株
式会社の商標です。

使用上のご注意
• 本機は電話機やFAX電話機専用のフィルターです。

ADSL専用回線（タイプ2）には使用できません。
• 本機はADSL通信状態を安定化させるためのものであ
り、通信速度を上げることを弊社が保証するものでは
ありません。また、ご使用の環境により、効果を充分
に発揮できないことがあります。

• 本機はスプリッター内蔵ADSLモデムと組み合わせて
使用することはできません。

• ご家庭内でADSLスプリッターやフィルターを使用する
場合は、他社製のADSLスプリッターおよびフィルター
と組み合わせると、ご使用の環境によっては正しく動作
しない場合があります。複数使用する場合は、電話機の
機能の誤動作を防止するため、全てソニー製ADSLスプ
リッターまたはフィルターをご使用ください。

異常や不具合が起きたら

万一、異常や不具合が起きたときや異物が中に入ったと
きは、すぐに本機を取り外して、お買い上げ店またはソ
ニーサービス窓口にご相談ください。

設置について

次のような場所は避けてください。
―直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、湿度の
高い所

―風呂など、湿気の多い所
―ほこりの多い所

取り扱いについて
本機を分解したり、開けたりしないでください。

接続図例

お手入れのしかた

機器の外装の汚れは、柔らかい布でから拭きしてくださ
い。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめら
せた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アル
コールなどは表面の仕上げをいためるので使わないでく
ださい。

雷サージプロテクト機能内蔵

落雷時に起こるサージノイズから、接続した機器
を保護します。

ご注意
この機能は、直撃または近距離の落雷などから
起こる異常誘導電圧の全てに対して保護するも
のではありません。また、接続した機器の故障
や破損などの不具合が生じても、当社は一切の
責任を負いません。

自由に配置できるジャック方式採用

本機はモジュラージャック方式を採用しているの
で、壁のモジュラーコンセントから本機の設置場
所までの長さに合わせたモジュラーケーブルをご
使用になれば、ご希望の配置が可能です。

1 電話機または
　FAX電話機へ

2 モジュラーコンセントへ

フィルター
TL-NDF10P
（本機）

壁のモジュ
ラーコンセ
ント

ADSL
モデム

電話機、
FAX電話機
など

パソコン
など

スプリッター

電話機、
FAX電話機
など

部屋A 部屋B 部屋C

電話機、
FAX電話機
など

ADSL通信環境で起こる3大トラブル
を解消

ADSLを使った通信環境での電話機の機能(FAX
またはナンバーディスプレイ、Lモードなど)の誤
動作を防止します。


