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Fleboについての詳しい情報は 
Flebo.netをご覧ください。 
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ひかり電話ビジネスタイプ・イーサネットVPN・インターネット接続、 
3つのサービスを1本のBフレッツで実現できる！ 

イーサネットVPNとひかり電話ビジネスタイプ[イメージ図]
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ひかり電話ビジネスタイプ専用ポート搭載 
アクセス回線2本とネットワーク機器2種類を必要とした、IP電話・イーサネットVPN・インターネッ
ト接続の3サービスが、Bフレッツ1本とFleboひかり1台で実現可能です。NTT西日本が提供する
ひかり電話ビジネスタイプへの接続確認は完了しております。NTT東日本が提供するひかり電話
ビジネスタイプへの接続は確認予定です。確認でき次第 http://www.flebo.net/ でお知らせい
たします。 

ひかり電話 
ビジネスタイプ対応 

Bフレッツ1本とブラウザによる簡
単な設定で、ひかり電話ビジネス
タイプを導入できます。QoS制御
による絶対優先制御を行うことで、
固定電話相当の音声品質を実現し
ました。 

インターネット 
接続対応 

PPPoEパススルー機能により、最
小限の変更で既存のインターネッ
ト環境にイーサネットVPNを追加
することが出来ます。 

暗号化による安全な 
ネットワーク設計 

AES暗号方式による暗号化機能
を搭載しているので、より安全なイー
サネットVPNを簡単な設定で実現
できます。 
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Fleboについての詳しい情報はFlebo.netをご覧ください。 http://www.flebo.net/
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[安全に関するご注意] 
1.ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みになった上で正しくご使用ください。 
2.結露を生じるような場所でのご使用は、避けてご使用ください。 
3.水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火炎、故障、感電等の原因となることがあります。 
4.ここに掲載されている製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び 
　技術サポートは行っておりません 

●このカタログに記載されている仕様、デザイン等を予告なしに変更する場合があります。 
●社名、商品名は商標または登録商標です。 
●商品の取り付け、施工につきましては左記までお気軽にお問い合わせください。 
●このカタログの記載内容は2006年5月1日現在のものです。 

[仕様一覧]

ひかり電話ビジネスタイプ対応 
イーサネットＶＰＮ装置 

FNX0620

P P P o E  
パススルー 

PPPoEセッションのパススルー設定を行います。 
Fleboひかり配下のルータやパソコンから、
PPPoEセッションを張ることができます。例えば、
インターネットなどに接続を行う場合にFlebo配
下のルータやパソコンから接続することが出来
ます。 
 

AES 
暗号方式 

アメリカの国家新標準暗号規格（Advanced 
Encryption Standard）で規格化された共通鍵
暗号方式です。鍵長は128ビット・192ビット・
256ビットの3つを選択可能であり、Fleboひかり
は256ビットの鍵長のみを採用しています。 

FAXのご利用 
について 

G4FAXについてはひかり電話サービスの使用
はできません。また、G3FAXご利用で通信相手
がISDN回線をご利用の場合、通信相手側のター
ミナルアダプタ等の設定によっては、ひかり電話
サービスからFAX送信できない場合があります。 

アクセス回線 
について 

ひかり電話サービスは、Bフレッツ以外のアクセス
回線（アーバンイーサ等）でも利用可能ですが、
Fleboひかりをご使用の際には検証が必要となり
ます。 
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＊1　Fleboひかり及び接続する機器の設定が、双方とも100M全二重固定の場合、または双方ともAuto Negotiation設定で100M全二重になった場合のみリンクアップします。 
＊2　NTT西日本が提供するひかり電話ビジネスタイプへの接続確認は完了しております。NTT東日本が提供するひかり電話ビジネスタイプへの接続は確認予定です。確認でき次第 http://www.flebo.net/ でお知らせいたします。 
＊3　フラグメント未サポート 
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MACアドレス学習 

自動学習 

エージング時間　約10分 
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