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1
開梱の際に、以下の物が⼊っている
かご確認ください。
・「BrovalBox 本体」
・「AC アダプタ」
・「電源ケーブル」
・「LANケーブル」
・「鍵」

2
各ケーブルを接続後、電源ボタンを
押す前に、HDD が正しく挿⼊され
ているか（HDD がロックされてい
るか）を確認してください。

3
各部の説明

出荷時 HDD はロックされた状態
となっております。
付属の鍵でロックを解除し、ケー
スの下側をプッシュすると HDD
を取り出すことができます。
※鍵を無くすと HDD の交換がで
きなくなりますので、⼤切に保
管してください。

BrovalBox本体 ACアダプタ 電源ケーブル

LAN ケーブル

はじめに
〜BrovalBox の設置を⾏う前に必ずご確認ください。〜

1.LED インジケータ

2.Copy ボタン

3.USB ポート

4.電源ボタン

5.ハードディスクトレイ

6.LAN ポート

7.電源ポート

8.RESET ボタン

9.USB ポート×2

10.eSATA ポート

11.ファン
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1
稼働中（電源ON時）には、
HDD のロックは解除しない
でください。

※稼働中にロックを解除すると、ハード
ディスクが破損してしまう可能性があ
ります。

2
DiskStation Manager の更新
は⾏わないでください。

DiskStation Manager5.2 は「コン
トロールパネル」の「DSM 更新」
から⾃動的に新しいバージョンを探
し、任意でアップデートを⾏うこと
ができますが、アップデートをする
ことにより、BrovalBox として利⽤
ができなくなりますので、アップデ
ートは⾏わないようにしてくださ
い。

※アップデートを⾏ってしまった場合、
回収しプログラムの再インストール
（有償）を⾏う必要があります。

アップデートは⾏わないで
ください。

出荷時 HDD はロックされた状態
となっております。
付属の鍵でロックを解除し、ケー
スの下側をプッシュすると HDD
を取り出すことができます。
※ロックの解除は、必ず電源を落
とした状態で⾏ってください。

ご利⽤上の注意

アップデートは⾏わないで
ください。
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3
「ユーザー」のパスワードは
推測されやすいものを避けて
ください。

固有名詞や数字の羅列、キーボード
の配列などを設定している場合、不
正アクセスの対象となりやすくなり
ますので、避けるようにしてくださ
い。
※推測されやすいパスワード
「 administrator 」 「 password 」
「1234」「user」「ユーザー名と同
じ」など。

また、DiskStation Manager5.2 には
ユーザーを作成する際に「パスワー
ド強度」を設定することができた
り、「パスワードを⾃動⽣成」する
機能などがございますので、不正ア
クセス防⽌のためにも是⾮ご活⽤く
ださい。

4
初期アクセス時のログイン情
報は以下のようになります。

・ ：brovalbox

・ ：password

※admin権限は初期設定時、「無効」に
設定されています。

条件にあったパスワードを⾃動で⽣成します。

■パスワードの強度設定

■ランダムパスワードの⽣成

パスワードを設定する際の条件を細かく設定
することができます。

初期ログイン後、
各設定を⾏うようにしてください。
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1
BrovalBoxを電源ケーブル、LANケ
ーブルで接続します。

【BrovalBox 設置例】

2
電源ボタンを押す前に、HDD が正
しく挿⼊されているか（HDD がロ
ックされているか）確認してくださ
い。

正しく接続されている事を確認し
て、BrovalBox 前⾯にある電源ボタ
ン押します。

電源ボタンを押すとBrovalBox 前⾯
のランプが右図のように点灯いたし
ます。

※正しくランプが点灯しない場合は、巻
末のトラブルシューティングをご確認
ください。

設置

ルータとBrovalBox の LAN ポート 1に LAN ケーブルを
接続

電源コード（AC アダプタ、電源ケーブル）をコンセ
ントとBrovalBox に接続

LAN ケーブル

電源コード

電源ボタン

STATUS ⇒点灯（緑）

LAN ⇒点滅（緑）

・ LAN ポートは 1 と 2がありますが、必ず「1」のポートをご利⽤ください。
・冷却効果を⾼めるためにも、BrovalBox の背⾯と設置場所の壁とは 10 センチ程度離してご利⽤ください。

注意

DISK1 ⇒点灯（緑）

DISK2 ⇒点灯（緑）
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1
ローカルネットワーク内にあるパソ
コンからブラウザを起動し、アドレ
ス⼊⼒欄に

■Winodws の場合
http://brovalbox:5000

■MACの場合
http://brovalbox.local:5000

と ⼊ ⼒ す る と 、 「 DiskStation
Manager」のログイン画⾯が表⽰さ
れますので、
・「 」欄に：brovalbox
・「 」欄に：password

と⼊⼒し、【サインイン】をクリッ
クします。

2
DiskStation Manager のトップ画⾯
が表⽰されますので、「コントロー
ルパネル」をクリックし、【ユーザ
ー】をクリックします。

初期パスワードは「password」
となります。

管理者パスワードの設定
〜BrovalBox の管理者権限のパスワードを設定します。〜

http://brovalbox.local:5000
http://brovalbox.local:5000
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3
コントロールパネルのユーザー画⾯
が 表 ⽰ さ れ ま す の で 、
「brovalbox」を選択し、【編集】
をクリックします。

4
「brovalbox」の編集画⾯が表⽰さ
れますので、任意のパスワードを⼊
⼒し、【OK】をクリックします。

これで「管理者パスワードの設定」
は完了となります。

・パスワードは、デフォルトのままや簡単なもの、ドメインと同じなど推測されやすい⽂字列のものは避け、英数字
混在の 8⽂字程度のもので設定しましょう。

注意
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1
コントロールパネル画⾯から、「ネ
ットワーク」を選択し、【ネットワ
ークインターフェイス】をクリック
します。

2
コントロールパネル - ネットワー
クインターフェイス画⾯が表⽰され
ますので、接続されているネットワ
ークを選択した状態で、【編集】を
クリックします。

3
コ ン ト ロ ー ル パ ネ ル - Link
Aggregation モード画⾯が表⽰され
ますので、ご利⽤のネットワーク環
境に合わせて【IPv4】か【IPv6】
をクリックします。

※Link Aggregationの設定は変更し
ないでください。

※ここでは、【IPv4】を元に説明し
ます。

ネットワークの設定
〜BrovalBox のローカルネットワーク上の設定を⾏います。〜

「接続済」であること
を確認してください。

Link Aggregation の 設 定 は 、
「負荷分散機能」のまま変更しな
いでください。
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4
コントロールパネル - IPｖ4 画⾯表
⽰されますので、IP アドレスが取得
されていることを確認し、「⼿動で
設定する」にチェックを⼊れ、
【OK】をクリックします。

こちらに、設定されている IP ア
ドレスが表⽰されます。
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1
コントロールパネル画⾯から、「地
域のオプション」を選択し、「NTP
サーバーとの同期」にチェックを⼊
れ、｢適⽤」をクリックします。

適⽤後、「NTP 機能」タブをクリッ
クし、「NTP 機能を有効にする」に
チェックを⼊れてください。

時間の設定
〜BrovalBox の時間の設定をします。〜
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1
コントロールパネル画⾯から、「
外部アクセス」を選択し、【追加】
をクリックします。

2
DDNS 画⾯が表⽰されますので、
「保守サポート証書」の｢ダイナミ
ック DNS 設定情報【割当サブドメ
イン】」欄の｢ホスト名」「ユーザ
ー名」「パスワード」を⼊⼒し
【OK】をクリックします。

これで｢DDNS の設定」は完了とな
ります。

保守サポート証書

DDNSの設定
〜外部からドメインでアクセスするための設定をします。〜

プルダウンメニューから
「BrovalBB」を選択します。

保守サポート証書の「ダイナミッ
ク DNS 設定情報」に記載された
情報を⼊⼒します。

ダイナミック DNS 設定情報【割当サブドメイ
ン】の「ホスト名」「ユーザー名」「パスワー
ド」を設定
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1
コントロールパネル画⾯から、「セ
キュリティー」を選択し、【⾃動ブ
ロック】をクリックします。

2
コントロールパネル - ⾃動ブロッ
ク画⾯が表⽰されますので、「⾃動
ブロックを有効にする」にチェック
を⼊れ、【適⽤】をクリックしま
す。

これで｢⾃動ブロックの設定」は完
了となります。

<推奨設定>
ログイン回数：5
分以内：1
ブロック有効期限を有効にするにチ
ェックを⼊れ、解除するまでの⽇数
を「1」と設定します。

3
コントロールパネル - 保護をクリ
ックし、「DOS保護を有効にする」
にチェックを⼊れ、【適⽤】をクリ
ックします。

これで｢DOS 保護の設定」は完了と
なります。

セキュリティーの設定
〜外部からの不正なアクセスを⾃動ブロックしたり、インターネット上の悪意のある攻撃を防御する設定をします。〜

有効なネットワークに接続してい
ることを確認してください。
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1
以下のポート番号をルーターに設定
し、ポートを開放してください。

名称 ⽬的 ポート番号
FTP ポート FTP プロトコルの利⽤ 21 番

SMTP ポート メールを送信する 25 番

HTTP ポート ホームページ等Web サービスを利⽤する 80 番

POP ポート メールを受信する 110 番

サブミッションポート 25 番ポートブロックの時のポート 587 番

管理ＵＩ 外部からDisk Station Manager へ接続する 5000 番

利⽤するアプリケーションや機能により、別途ポート開放が必要なもの

名称 ⽬的 ポート番号
SSH 暗号化ターミナルサービス 22 番

Telnet ⾮暗号化ターミナルサービス 23 番

SNMP ネットワーク上のネットワーク機器を監視 161 番

LDAP ディレクトリサービス 389 番

IMAP メールサーバー 143 番

HTTPS SSLセキュリティポート 443 番

SMTP SSL メールサーバー 465 番

IMAP SSL/TSL メールサーバー 993 番

POP3 SSL/TSL メールサーバー 995 番

VPN（OpenVPN） 仮想プライベートネットワーク（OpenVPN） 1194 番

VPN（PPTP） 仮想プライベートネットワーク（PPTP） 1723 番

ＷebDAV Webサーバ上のファイルやフォルダを管理 5005番

Cloud Station ファイル同期 6690 番

File Station（追加ポート） 外部から直接 File Station へアクセスする 7000 番

ポート開放の設定
〜外部からアクセスできるように、ルーターに指定ポートの開放設定をします。〜

※設定参考画⾯

・ご利⽤のルーターにより設定⽅法が異なりますので、各ルーターの説明書を元に設定を⾏ってください。
注意
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1
コントロールパネル画⾯から、「フ
ァイルサービス」を選択し、
【FTP】をクリックします。

2
コントロールパネル - FTP 画⾯が表
⽰されますので、「FTP サービスを
有効にする（暗号化しない）」にチ
ェックを⼊れ、【適⽤】をクリック
します。

FTPの設定
〜FTP(ファイル転送プロトコル)を有効にする設定をします。〜
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1
DiskStation Manager のトップ画⾯
から、【パッケージセンター】をク
リックします。

2
パッケージセンターの画⾯が表⽰さ
れますので、【すべて】のタブをク
リックします。

3
利⽤可能なアプリケーションの⼀覧
が表⽰されますので、「Antivirus
Essential」の【インストール】をク
リックします。

Antivirus Essential の設定
〜ウィルス対策アプリケーションをインストールします。〜
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4
インストールが完了すると、メニュ
ーに「Antivirus Essential」が追加
されますので、そのままアイコンを
クリックして実⾏します。

5
設定メニューで、「スキャンを開始
する前に、ウィルスの定義を更新す
る」にチェックを⼊れ、【適⽤】を
クリックします。

6
予定スキャンメニューから【作成】
をクリックし、以下の設定をして
【OK】をクリックします。

■フルスキャン
■⽇付 ⇒ 毎⽇
■時刻 ⇒ 00：00

これで｢Antivirus Essential」の設定
は完了となります。

アプリケーションが追加されます。
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1
DiskStation Manager のトップ画⾯
から、【パッケージセンター】をク
リックします。

2
パッケージセンターの画⾯が表⽰さ
れますので、【すべて】のタブをク
リックします。

3
利⽤可能なアプリケーションの⼀覧
が 表 ⽰ さ れ ま す の で 、 「 Mail
Server」の【インストール】をクリ
ックします。

※Mail Server をインストールすると、⾃
動的に「Perl」がパッケージセンターか
らインストールされます。

Mail Server、Mail Station の設定
〜BrovalBox をメールサーバーとして利⽤するための設定をします。〜
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4
Mail Server をインストールした
ら、引き続きパッケージセンターか
ら、「Mail Station」の【インスト
ール】をクリックします。

5
インストールが完了すると、
メニューに「メールサーバー」
「Mail Station」が追加され、イン
ストールは完了となります。

6
「Mail Server」の設定を⾏う為
に、画⾯左上の「 」から【メ
ールサーバー】をクリックします。

アプリケーションが追加されます。
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7
メールサーバーの概要画⾯が表⽰さ
れますので、【SMTP】をクリック
します。

8
メールサーバーの SMTP 設定画⾯が
表⽰されますので、以下の情報を⼊
⼒します。

■〔SMTP を有効にする〕
⇒チェックを⼊れます。

■アカウントタイプ
⇒ローカルエリア

■〔ホスト名 FQDN〕
⇒BrovalBoxのドメインorサブドメイ
ンを⼊⼒します。

■〔ポート〕
⇒25 を⼊⼒します。

■SMTP-SSL を有効にする
⇒チェックを⼊れます。

⼊⼒後、「OK」をクリックし、
【 IMAP/POP3】をクリックしま
す。

※ご契約の ISP（インターネットサービ
スプロバイダ）から発⾏されている
SMTP 情報を利⽤する場合には、
「SMTP リレー」から設定してくださ
い。
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9
メールサーバーの IMAP/POP3 設定
画⾯が表⽰されますので、全てにチ
ェックを⼊れ、【OK】をクリック
し、続けて【セキュリティ】をクリ
ックします。

10
セキュリティの設定画⾯が表⽰され
ますので、以下の設定を⾏い、各設
定画⾯で【OK】をクリックしま
す。

■SpamAssassin フィルタエンジンを
有効にする
⇒チェックを⼊れます。

■DNS ベースのブラックホールリスト
フィルタを有効にする
⇒チェックを⼊れます。

■ウィルス対策を有効にする
⇒チェックを⼊れます。

<SpamAssassin の設定>
■⾃動学習
⇒チェックを⼊れます。

これで、「Mail Server 」「Mail
Station」の設定は完了となりま
す。
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1
http://ホスト名/mail にアクセスし
「roundcube」にログインします。

2
roundcubeの画⾯が表⽰されますの
で、メニューの【管理者設定】をク
リックします。

3
デフォルトの SMTP サーバー設定の
画⾯が表⽰されますので、以下の情
報を⼊⼒し【保存】をクリックしま
す。

■SMTP サーバー
⇒ localhost

■SMTP ポート
⇒ 25

これで、「Web Mail」の初期設定は
完了となります。

Web Mail の設定
〜Web Mail を利⽤するための設定をします。〜

ユーザー名と、そのパス
ワードでログインしてく
ださい。
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1
DiskStation Manager のトップ画⾯
にある、【パッケージセンター】を
クリックします。

2
パッケージセンターの画⾯が表⽰さ
れますので、【すべて】のタブをク
リックします。

3
利⽤可能なアプリケーションの⼀覧
が表⽰されますので、「 Photo
Station」の【インストール】をク
リックします。

以上でインストール作業は完了とな
ります。

※Photo Station の操作⽅法については、
基本操作マニュアルをご覧ください。

Photo Station のインストール
〜BrovalBox で Photo Station を利⽤するためにアプリケーションをインストールします。〜
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1
DiskStation Manager のトップ画⾯
にある、【パッケージセンター】を
クリックします。

2
パッケージセンターの画⾯が表⽰さ
れますので、【すべて】のタブをク
リックします。

3
利⽤可能なアプリケーションの⼀覧
が表⽰されますので、「Audio
Station」の【インストール】をク
リックします。

以上でインストール作業は完了とな
ります。

※Audio Station の操作⽅法については、
基本操作マニュアルをご覧ください。

Audio Station のインストール
〜BrovalBox で Audio Station を利⽤するためにアプリケーションをインストールします。〜
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1
DiskStation Manager のトップ画⾯
にある、【パッケージセンター】を
クリックします。

2
パッケージセンターの画⾯が表⽰さ
れますので、【すべて】のタブをク
リックします。

3
利⽤可能なアプリケーションの⼀覧
が 表 ⽰ さ れ ま す の で 、
「Surveillance Station」の【イン
ストール】をクリックします。

以上でインストール作業は完了とな
ります。

※Surveillance Station の操作⽅法につい
ては、基本操作マニュアルをご覧くだ
さい。

Surveillance Station のインストール
〜BrovalBox で Surveillance Station を利⽤するためにアプリケーションをインストールします。〜
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1
コントロールパネル画⾯から、【ア
プリケーションポータル】をクリッ
クします。

2
コントロールパネル - アプリケー
ションポータル画⾯が表⽰され、設
定可能なアプリケーションの⼀覧が
表⽰されます。

ここでは、｢File Station」を選択し
て【編集】をクリックします。

3
「 カ ス タ マ イ ズ し た ポ ー ト
（HTTP）を有効にする」にチェッ
クを⼊れます。

ポートはデフォルトで設定されてお
りますが、変更することも可能で
す。

変更が完了したら【OK】をクリッ
クします。

これで「http://ドメイン（または
サブドメイン）:7000」から直接
FileStationにアクセスすることがで
きるようになります。

アプリケーションポータルの設定
〜DSM にログインしないでアプリケーションに直接アクセスするための設定をします。〜



25

1 インターネットブラウザを起動し、
以下の URL か ら Appli Station
Manager へアクセスします。

＜ローカルネットワークからアクセ
スする場合＞

Windows：http://brovalbox/asm/
Mac：http://brovalbox.local/asm/

(または、IP アドレス/asm/)

＜外部ネットワークからアクセスす
る場合＞

http://ドメイン or サブドメイン
/asm/

アクセス後、⾔語設定の画⾯が表⽰
されますので、【次へ】をクリック
します。

2
プロダクトキーの⼊⼒画⾯が表⽰さ
れますので、「ライセンス証書」に
記載

されたプロダクトキーを⼊⼒し、
【次へ】をクリックします。

AppliStation Manager のセットアップ
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3
利⽤規約の画⾯が表⽰されますの
で、内容をご確認のうえ【同意す
る】をクリックします。

4
ユーザー情報の登録画⾯が表⽰され
ますので、必須項⽬を⼊⼒し【次
へ】をクリックします。
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5
管理者情報の登録画⾯が表⽰されま
すので、必須項⽬を⼊⼒し【次へ】
をクリックします。

※こちらで設定するメールアドレスは、
パスワードを忘れてしまった際に送信
されるメールの宛先となります。

6
ホスト名の登録画⾯が表⽰されます
ので、必須項⽬を⼊⼒し【次へ】を
クリックします。

7
送信⽤メールサーバ（SMTP）の登
録画⾯が表⽰されますので、必須項
⽬を⼊⼒し【次へ】をクリックしま
す。

<推奨設定>
サーバ名：localhost
ポート番号：25
認証：チェックを⼊れます
ユーザ名：管理者権限のユーザー
パスワード：パスワード

※ご契約の ISP（インターネットサービ
スプロバイダ）から発⾏されている
SMTP 情報でも構いません。

8
AppliStation Manager のセットア
ップは以上で完了となります。
続けて BrovalApp のアプリケーシ
ョンのインストールを⾏ってくださ
い。

こちらの設定情報は、AppliStation
Managerへログインするための情報
となりますので、忘れない様ご注意
ください。

保守サポート証書の｢ダイナミッ
ク DNS 設定情報に記載の｢ホスト
名」を⼊⼒します。

BrovalBox の管理者権限のユーザー
名とそのパスワードを⼊⼒します。
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ブラウザから指定の URL にアクセスし、AppliStation Manager にサインインし
ます。

「http://brovalbox/asm/」と⼊⼒しサインイン
画⾯を表⽰します。

セットアップ時に登録した IDとパスワードを⼊
⼒します。

「サインイン」をクリックします。

こちらの画⾯が表⽰されれば、サ
インインは完了です。

こちらをクリックすると、初期セッ
トアップ時に登録したメールアドレ
スにパスワードが送信されます。

AppliStation Manager へサインインする

http://brovalbox/asm/
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ホスト名を変更することができます。

「設定」をクリックします。

「ホスト名」をクリックします。

各アプリケーションが提供する、サービス利⽤者⽤の
Web サイト（会員登録フォームや予約フォームなど）の
ホスト（ドメイン）となります。
セットアップ時に設定されたホスト名が登録されており
ます。

「保存」をクリックすれば設定は完了です。

ホスト名を変更する
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メールサーバ（SMTP）の設定を変更することができます。

はじめは、「初期セットアップ」時に設定した情報
が登録されております。

「設定」をクリックします。

「送信⽤メールサーバ（SMTP）」をクリックします。

「保存」をクリックすれば設定は完了です。

送信⽤メールサーバ（SMTP）の設定を変更する
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管理者情報を変更することができます。

AppliStation Manager へサインインするための
ID とパスワードとなります。

「保存」をクリックすれば設定は完了です。

管理者情報を変更する

プルダウンメニューから「管理者
情報」を選択します。

パスワードを忘れてしまった際に送信されるメー
ルの宛先となります。
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BrovalBoxで利⽤できるアプリケーションをダウンロードします。

「ダウンロード」をクリックします。

アプリケーションの⼀覧が表⽰されます
ので、利⽤したいアプリケーションをイ
ンストールします。

インストールされたアプリケーションは Home画⾯に
表⽰され、利⽤することができるようになります。

アイコンをクリックするとアプリケーシ
ョンが起動します。

アプリケーションをダウンロードする
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取次の場合のみ BrovalBox 設置後、BrovalBox 検収確認書のチェック項⽬に基づき確認します。
確認が完了しましたら、BrovalBox 検収確認書の各項⽬にチェックを⼊れてください（MAC アドレスとシリアル NO.は検収確
認書に番号の記載をお願いします）。
■設置したBrovalBox の MAC アドレス
■設置したBrovalBox のシリアル
■正しく電源が⼊っているか
■AppliStation Manager にログインできる
■DiskStation Manager に管理者パスワードでログインできる
■DDNS の設定を「設定通知書」通りに⼊⼒している
■メールサーバーの設定が完了している
■http://〔ドメイン or サブドメイン〕/asm/で AppliStation Manager にアクセスできる
■http://〔ドメイン or サブドメイン〕/dsm/で DiskStation Manager にアクセスできる
■ユーザー@〔ドメイン or サブドメイン〕でメールの送受信ができる

1
設置した BrovalBox の MAC
アドレス

右図を元に「MAC」に記⼊されてい
る 12 桁の英数字を「BrovalBox 検
収確認書」に記⼊します。

2
設置した BrovalBox のシリア
ルNO.

右図を元に「S/N」に記⼊されてい
る 10 桁の英数字を「BrovalBox 検
収確認書」に記⼊します。

3
正しく電源が⼊っているか

電源を⼊れた後に、右図の様に各ラ
ンプが点灯・点滅していたら正常で
す。

※正しく点灯していない場合は、巻末の
トラブルシューティングをご確認くだ
さい。

設置後の確認

MAC:12 桁の英数字

S/N:10 桁の英数字

STATUS ⇒点灯（緑）

LAN1 ⇒点滅（緑）

DISK1 ⇒点灯（緑）

DISK2 ⇒点灯（緑）

電源 ⇒点灯（⻘）
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4
AppliStation Manager にサ
インインできる

ローカルネットワーク内にあるパソ
コンからブラウザを起動し、アドレ
ス⼊⼒欄に
「http://brovalbox/asm/」と⼊⼒
し AppliStation Manager のログイ
ン画⾯を表⽰させます。

①ユーザー名欄に設定したユーザー
ID、②パスワード欄に設定したパス
ワードを⼊⼒して「サインイン」を
クリックし、サインインできるか確
認をします。

※サインインできない場合は、巻末のト
ラブルシューティングをご確認くださ
い。

5
DiskStation Manager に管理
者パスワードでログインでき
る

ローカルネットワーク内にあるパソ
コンからブラウザを起動し、アドレ
ス⼊⼒欄に
「http://brovalbox/dsm/」と⼊⼒
し、DiskStation Manager のログイ
ン画⾯が表⽰されます。

①ユーザー ID 欄に管理者権限のユー
ザー、②設定したパスワードを⼊⼒
してログインできるか確認をしま
す。

※ログインできない場合は、巻末のトラ
ブルシューティングをご確認くださ
い。

①
②

①

②
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6
DDNS の設定を「保守サポー
ト証書」通りに⼊⼒している

「コントロールパネル」の「外部ア
クセス」を選択し、右図を元に「保
守サポート証書」に記載された情報
が⼊⼒され、状態が「正常」になっ
ているか確認します。

設定確認後、【OK】をクリックし
て「コントロールパネル」画⾯に戻
ります。

※ステータスが正常と表⽰されな場合
は、巻末のトラブルシューティングを
ご確認ください。

7
メールサーバーの設定が完了
している

「 」から「メールサーバー」
を選択し、「SMTP」
「IMAP/POP3」が正しく設定され
ているか確認します。

設定を確認後、【OK】クリックし
メイン画⾯に戻ります。
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8
http://〔ドメイン or サブド
メイン〕/asm/でアクセスで
きる

外部ネットワーク環境からブラウザ
を起動し、アドレス⼊⼒欄に
「http://〔ドメイン or サブドメイ
ン 〕 /asm/ 」 と ⼊ ⼒ し 、 Appli
Station Manager のログイン画⾯が
表⽰されるか確認します。

※ローカルネットワーク環境からは確認
できませんので、外部ネットワークよ
りお試しください。

※アクセスできない場合は、巻末のトラ
ブルシューティングをご確認くださ
い。

9
http://〔ドメイン or サブド
メイン〕/dsm/でアクセスで
きる

外部ネットワーク環境からブラウザ
を起動し、アドレス⼊⼒欄に
「http://〔ドメイン or サブドメイ
ン 〕 /dsm/ 」 と ⼊ ⼒ し 、 Disk
Station Manager のログイン画⾯が
表⽰されるか確認します。

※ローカルネットワーク環境からは確認
できませんので、外部ネットワークよ
りお試しください。

※アクセスできない場合は、巻末のトラ
ブルシューティングをご確認くださ
い。

グローバル

ネットワーク
ローカルネットワーク ＷＷＷ

ルータ

経路

グローバル

ネットワーク
ローカルネットワーク

チェック
ルータ

ＷＷＷ
外部ネットワーク

経路
外部ネットワークから設置された BrovalBox へ接続して確認しましょう。

接続イメージ

ローカルネットワークからでは外部へ接続されている状態が確認できません。

BrovalBox

BrovalBox

チェック
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10
ユーザー@〔ドメインorサブ
ドメイン〕でメールの送受信
ができる

メールソフトを起動し、新規メール
作成から「ユーザー@ドメイン」と⼊
⼒し、【送信】ボタンをクリックし
ます。

11
ローカルネットワーク環境からブラ
ウザを起動し、アドレス⼊⼒欄に
「http://〔ドメイン or サブドメイ
ン〕/mail/」と⼊⼒し、ウェブメー
ルのログイン画⾯が表⽰されます。

ユーザー名とパスワードを⼊⼒して
【ログイン】をクリックします。

ウェブメールにログイン後は、受信
トレイが表⽰されます。

この受信フォルダに先ほど送ったメ
ールが受信されます。
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このメールを返信する為に、テスト
メールを選択後、【返信】をクリッ
クします。

返信フォームが⽴ち上がりますの
で、【送信】をクリックします。

メールソフトを起動し、メールが送
受信出来ることを確認してくださ
い。

※メールの送受信ができない場合は、巻
末のトラブルシューティングをご確認
ください。
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症状 対策

1 電源を⼊れると警告⾳が鳴る

BrovalBox の電源が「OFF」になっていることを確認したうえで、
同梱のキーで HDD トレイのロックを解除し、HDD が正しく差し込まれて
いるかご確認ください。
HDD はトレイの下部をプッシュすると取り出すことができます。

2 DDNS の設定が「正常」にならな
い

・ DDNS の設定を再度ご確認ください。
・ BrovalBox を再起動してから再度ご確認ください。

3 前⾯「LED インジケータ」のラン
プが正しく点灯しない

■「STATUS」のランプがオレンジ⾊に点滅する。
・ BrovalBox の電源が「OFF」になっていることを確認したうえで、同梱
のキーで HDD トレイのロックを解除し、HDD が正しく差し込まれてい
るかご確認ください。

■「LAN」のランプがつかない。
・ LANケーブルが正しく接続されていない可能性が考えられますので、
接続状況を再度ご確認ください。

■各 HDD の上部のランプが、オレンジに点滅する。
・内蔵されているHDD が、劣化している可能性がございます。
詳しい状況を確認いたしますので、サンファースト株式会社カスタマー
サポートまでご連絡ください。

4 パスワードを設定後、そのパスワ
ードを⼊⼒しても DiskStation
Manager にログインできない

本マニュアルの「管理者パスワードの設定」で設定した「パスワード」を
もう⼀度ご確認の上でログインをしてください。

※それでもログインができない場合はBrovalBox の管理者（admin）を初期化する必要
がございますので、サンファースト株式会社カスタマーサポートまでご連絡ください。

5 外部からドメイン or サブドメイン
でアクセスができない

ルーターに設定したポート開放が正しくできていない可能性や、ネットワ
ーク上のセキュリティーなどによってブロックされている可能性がござい
ます。
もう⼀度、ルーターに設定に誤りがないか、ネットワーク環境に問題がな
いかご確認ください。

6 ユーザー@〔ドメイン or サブドメ
イン〕でメールの送信ができない

・Mail Server の設定が正しいかどうか、ご確認ください。
・設定したプロバイダ情報に誤りがないか、もう⼀度ご確認ください。
・プロバイダが SMTP 送信サーバーとして許可をしていない場合は別の
プロバイダ情報を⼊⼒して、お試しください。

・ルータ設定にて「25 番ポート」もしくは「587 番ポート」が開放され
ているか、もう⼀度ご確認ください。

7 ユーザー@〔ドメイン or サブドメ
イン〕でメールの受信ができない

・Mail Server の設定が正しいかどうか、ご確認ください。
・ルータ設定にて「110 番ポート」が開放されているか、もう⼀度ご確認
ください。

8 Local 環境からでも BrovalBox に
アクセスすることができない。

LANケーブルが「LAN ポート 1」に接続されているかご確認ください。
LANポート 2 に接続されているとアクセスすることができません。

トラブルシューティング
〜設置、設定がうまくできない場合にご確認ください。〜
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