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本商品に接続した1台のパソコンで設
定します。

Internet ExplorerまたはSafariを起
動します。本商品のログイン画面が表示
されます。

 ログイン画面が表示されない場合は、
アドレス欄に「192.168.1.1」を
入力して、Enterキーまたはreturn
キーを押します。

「ユーザ名」に「root」 と入力し、［ロ
グイン］ をクリックします。

お使いのモデムに
よっては、前回接
続していた情報を
記憶している場合
があります。あら
かじめモデムの
ACアダプタを30
分以上抜いておい
てください。

ACアダプタ
を抜く
30分以上
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モデムのLANポートと、本商品のWANポー
ト（青）を、LANケーブルで接続します。

 モデムのポート名は、「LAN」「PC」
「パソコン」「ENET」「Ethernet」な
ど、機種によって異なります。

本商品のLANポート（黄） とパソコン
のLANポート を付属のLANケーブル
で接続します。

［次へ］ をクリックします。

 次の画面が表示される場合は、「簡単
設定」 をクリックします。

「自動」 を選択し、［次へ］ をクリック
します。

回線を判別しています。 の画面が表示
されるまでお待ちください。
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本商品を設定する

[次へ] をクリックします。

「接続ユーザ名」「接続パスワード」「パ
スワードの確認」 を入力し、［次へ］
をクリックします。

※画面は例です。

「フレッツ・スクウェア」を利用する場
合は「東日本」または「西日本」 を選
択し、［次へ］ をクリックします。

 フレッツ・スクウェアを利用しない
場合は、「利用しない」を選択します。

［保存］ をクリックし、接続テストを始
めます。

「PPPoEセッション-1接続はOKです」
と表示されたことを確認し、［終了］
をクリックします。

※画面は例です。

「正常」 と表示されたことを確認し、
「ログアウト」 をクリックします。

これで設定は完了です。

 STEP3「インターネット接続」（P.2）へ
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[次へ] をクリックします。

［保存］ をクリックし、接続テストを
始めます。

「DHCP接続はOKです」 と表示され
たことを確認し、［終了］ をクリック
します。

※画面は例です。

「正常」 と表示されたことを確認し、
「ログアウト」 をクリックします。

これで設定は完了です。

 STEP3「インターネット接続」（P.2）へ
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［次へ］ をクリックします。

［次へ］ をクリックします。

［保存］ をクリックします。

※画面は例です。

 Windowsでは、［お気に入りに登録］
をクリックすると、次の画面が表示さ
れます。［追加］ をクリックすると、
Internet Explorerのお気に入りに登
録できます。

変更後の IP アドレス をメモに控え、
［OK］ をクリックします。

※画面は例です。

［閉じる］ をクリックします。
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回線判別の結果が表示されます。7
●DHCP接続の場合 ●PPPoE接続の場合 ●ルータ機能を搭載した機器が存在する場合
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ルータ機能を無効に設定

パソコンでウイルス駆除ソフトや
ファイアウォールソフトなどのセ
キュリティソフトが起動している
と、本商品の設定に失敗すること
があります。本商品を設定すると
きは、セキュリティソフトを一時
的に停止し、設定が完了してから
再度起動させてください。なお、
セキュリティソフトの操作方法
は、ソフトウェアメーカに確認し
てください。

変更後のIPアドレスは必ずメモ
に控えてください。次回、設定
画面を表示するときに、変更後
のIPアドレスを入力する必要が
あります。
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［OK］ をクリックします。

［はい］ をクリックします。

パソコンを再起動します。

これで設定は完了です。

 STEP3「インターネット接続」（P.2）へ

6

7

8

Webブラウザを起動し、アドレス欄
に「http://corega.jp/」を入力して、
Enterキーまたはreturnキーを押し
ます。

コレガホームページが表示されます。

※画面は、2009年10月現在のものです。

これで、インターネットに接続できることが
確認できました。
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これで
インターネットに
つながりました！

正しく
判別できない
ときは？

 「トラブルシューティング」
「正しく判別できないときは」（P.3）へ

上の　に続きます

モデムの電源を入れます。

 モデムの電源の入れ方は、モデムの
取扱説明書を確認してください。

本商品のルータ機能スイッチがONに
なっていることを確認し、電源を入れ
ます。

LEDの状態を確認します。

 LEDの動作は、付属の「お使いの手
引き」をご覧ください。

 ステータスLEDが消灯していない
場合は、電源を入れ直してください。

これでモデムと本商品の接続は完了です。

 STEP2「設定」（P.1）へ
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モデムへ

パソコンへ

本商品

モデム 本商品

本商品

パソコン

電源LED：点灯
ステータスLED：消灯

WAN LED：点灯/点滅
LAN LED：点灯/点滅

●2台目以降のネットワーク機器を
接続する場合

「そのほかの設定・機能」
「2台目以降のネットワーク機器を接続
する」（P.4）へ

●LED消灯モードを設定する場合

「そのほかの設定・機能」
「LED消灯モードを設定する」（P.4）へ

・必ず本商品に付属の専用ACア
ダプタをお使いください。付属
のACアダプタ以外は本商品に
接続しないでください。

・本商品に付属の専用ACアダプ
タは、本商品以外に接続しな
いでください。
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「接続ユーザ名※」「接続パスワー
ド※」は、プロバイダの契約書類を
確認してください。NTTフレッツ
回線をご利用の場合、「接続ユー
ザ名」の後ろには「@XXX.XX.XX」
が付きます。
※プロバイダによって表現が異なります。
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おことわり

プロバイダに確認した内容 を入力し、
［次へ］ をクリックします。

※画面は例です。

［保存］ をクリックします。

接続できたことを確認 し、［終了］ を
クリックします。

「正常」 と表示されたことを確認し、
「ログアウト」 をクリックします。

これで設定は完了です。

 STEP3「インターネット接続」（P.2）へ
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［保存］ をクリックします。

接続できたことを確認 し、［終了］ を
クリックします。

※画面は例です。

「正常」 と表示されたことを確認し、
「ログアウト」 をクリックします。

これで設定は完了です。

 STEP3「インターネット接続」（P.2）へ
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プロバイダに確認した内容 を入力し、
［次へ］ をクリックします。

※画面は例です。

「フレッツ・スクウェア」を利用する場
合は、「東日本」または「西日本」 を選
択し、［次へ］ をクリックします。

 フレッツ・スクウェアを利用しない
場合は、「利用しない」を選択します。

［保存］ をクリックし、接続テストを始
めます。

接続できたことを確認 し、［終了］ を
クリックします。

「正常」 と表示されたことを確認し、
「ログアウト」 をクリックします。

これで設定は完了です。

 STEP3「インターネット接続」（P.2）へ
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選択した接続方法によって手順が異なります。5
●IP自動取得の場合
「IP自動取得（DHCP）」 を選択し、［次へ］
をクリックします。

●IP固定設定の場合
「IP 固定設定」 を選択し、［次へ］ をク
リックします。

●PPPoEの場合
「PPPoE（FLET'Sシリーズ）」 を選択し、
［次へ］ をクリックします。
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本商品には次の取扱説明書を用意してい
ます。お使いの環境に合わせて、それぞれ
の取扱説明書をご覧ください。

「詳細設定ガイド」（PDFマニュアル）

本商品の設定画面の詳細説明、詳しい設定方
法、使用方法などについて説明しています。
「詳細設定ガイド」はコレガホームページ
（http://corega.jp/）からダウンロードできます。

「お使いの手引き」（付属）

安全にお使いいただく
ためのご注意、各部の
名称と機能、本商品の
主な機能の設定方法、
トラブルの対処方法な
どについて説明してい
ます。
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［次へ］ をクリックします。

［閉じる］ をクリックします。

［OK］ をクリックします。

「ログアウト」 をクリックします。

Webブラウザを閉じます 。

次の内容を確認してから、再度「STEP2
設定」（P.1）を最初から設定します。

 
■モデムが正常に動作していますか？
→モデムの電源が切れていないか、ケーブルが外
れていないかなど、モデムが正しく動作してい
ることを確認してください。

■モデムの電源を30分以上オフにしましたか？
→設定する前に、モデムの電源を30分以上オフに
してください。

■専用ソフトウェアを使用していませんか？
→本商品を接続する場合、「フレッツ接続ツール」
「eo接続ツール」など、インターネットサービ
スプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは不
要になります。プロバイダに確認し、パソコン
から削除（アンインストール）してください。

■「接続ユーザ名」「接続パスワード」に誤りがな
いですか？
→プロバイダから送付された書類を再度確認し、大
文字・小文字の区別に注意して、設定し直してく
ださい。NTTフレッツ回線をご利用の場合、「接
続ユーザ名」の後ろには「@XXX.XX.XX」が付
きます。

 
それでも接続できないときは…
「手動で設定する」（P.3）へ
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本商品に2台目以降のネットワーク機器を
接続する場合は、次の手順で接続します。

 ネットワーク機器をLANケーブル（別
売り）で接続するだけです。改めて本商
品を設定する必要はありません。

接続するネットワーク機器にLAN
ポートがあることを確認します。

ネットワーク機器によっては、
ネットワーク接続用のLANアダ
プタ（別売り）が必要な場合があ
ります。詳しくは、ネットワーク
機器のメーカに確認してください。

本商品のLANポート（黄） とネッ
トワーク機器 をLANケーブル（別
売り）で接続します。

  本商品はLANポートを4ポート
搭載し、ネットワーク機器を4台
まで接続できます。5 台以上の
ネットワーク機器を接続する場
合は、スイッチングハブ（別売り）
などを追加してください。

これで接続は完了です。
ネットワーク機器の設定については、ネッ
トワーク機器の取扱説明書をご覧ください。

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレ
シス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシス
ホールディングス株式会社が所有しています。
アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を
得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは
転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂
することがあります。
また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更す
ることがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには
準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊
社ではいかなる責任も負いかねます。
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社の登録商標です。
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録商標または商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび
周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。
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LED消灯モードを設定すると、本商品のLED
を消灯できます。夜間にLEDを点灯させたく
ないときなどにお使いください。
 

■LEDを消灯させる

本体上部のLED消灯モードLEDが
消灯している状態で、LED消灯モー
ドボタンを押します。

LED消灯モードLEDが点灯します。

これで設定は完了です。
LED消灯モードが設定され、LED消灯モー
ドLED以外のLEDは消灯します。

■LEDを動作させる

本体上部のLED消灯モードLEDが
点灯している状態で、LED消灯モー
ドボタンを押します。

LED消灯モードLEDが消灯します。

これで設定は完了です。
LED消灯モードは無効になり、LEDは動作
に合わせて点灯・点滅します。

2台目以降の
ネットワーク機器を接続する
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ネットワーク家電

確認します

ゲーム機

接続します

ネットワーク家電

カメラ

スイッチング
ハブ

本商品

NAS パソコン

ゲーム機

押します

点灯します

押します

消灯します
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「簡単設定」で回線を正しく判別できなかった
り、インターネットに接続できなかったりする
場合は、お使いの回線の接続方式やモデムの
ルータ機能の有無をプロバイダに確認し、手動
で設定します。

■モデムにルータ機能がある場合
本商品のルータ機能をオフにします。

本商品の電源を切ります。

背面のルータ機能スイッチを「OFF」
にします。

本商品の電源を入れます。

これで設定は完了です。

 STEP3「インターネット接続」（P.2）へ

■モデムにルータ機能がない場合
本商品を手動で設定します。

「STEP2　設定」の ～ の手順を進
めます。

［次へ］ をクリックします。

 次の画面が表示される場合は、「簡単
設定」 をクリックします。

「手動」 を選択し、［次へ］ をクリック
します。

プロバイダに確認した回線の接続方式
を選択します。

LED消灯モードを設定する

画面で見るマニュアル
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