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裏面に続きます 

■本商品にログインします

本商品に接続した1台のパソコンで設定します。

注意 

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、
ソフトウェアのメーカに確認してください。

! Internet ExplorerまたはSafariを起動し、アドレス欄に
「192.168.1.1」と入力し、Enter キーまたは return
キーを押します。

注意 

Internet Explorer 7.0をお使いの場合は次のメッセー
ジが表示されることがありますが、そのままお進み
ください（弊社で動作を確認しております）。

@ ユーザ名に「root」、パスワードに何も入力しないで［ロ
グイン］をクリックします。

# 画面左側のメニューで「簡単設定」を選択します。

$ ［次へ］をクリックします。

% ご利用の回線を自動判別します。「自動」を選択し、［次へ］
をクリックします。

^ ご利用の回線の判別結果が表示されます。表示された内容
によって、次のとおりに進んでください。

■ほかにルータがある場合

& 回線の判別結果でほかにルータがあると表示された場合
は、本商品のルータ機能を無効にします。［次へ］をクリッ
クします。

* 本商品のIPアドレスを変更します。［お気に入りに登録］－
［保存］の順にクリックします。

※［お気に入りに登録］をクリックし、下記の画面が表示
されたら、［追加］をクリックします。

［次へ］をクリックします

らくらく導入ガイド
〈お願い〉

・設定に使用するパソコンがWindows Vista／XP／2000の場合は、必ず「コンピュータの管理者」または「Administrator」
権限のユーザ名でログオンしてください。
・本書ではWindows VistaおよびInternet Explorer 8の画面を例に説明しています。お使いのOSや機器によっては画
面が多少異なる場合があります。

らくらく導入ガイド

CG-BARFX3VQ
CG-BARFX3
CG-BARMX3

本商品を接続する前に、次のことを確認してください。

①本商品を使わずに、お使いのパソコンがインターネットに接続
されていることを確認してください。
すでにインターネットに接続している場合も、設定に必要にな
りますので、プロバイダの契約書類やモデム※などの取扱説明
書などをお手元にご用意ください。

②パソコンにLANポートが搭載されていること、ネットワーク
設定が正しいことを確認してください。

※モデム

ADSLモデム、回線終端装置（ONU）、VDSL装置など、プロバイダや

インターネット接続業者によって使用する装置および呼称が異なります

が、本書では「モデム」と呼びます。

メ モ メ モ 

・「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使
用しません。CD-ROMなどで提供されたソフトウェアを
インストールしないでください。

・Windows Vista の「ブロードバンド（PPPoE 接続）」、
Windows XPの「広帯域接続」を設定する必要はありま
せん。

このたびは、「CG-BARFX3VQ」、「CG-BARFX3」または「CG-BARMX3」
（以降、「本商品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうござ
います。本書をよくお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お
読みになったあとも大切に保管してください。

注意 

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電源を30分以
上オフにしてから本商品をお使いください。

! 本商品にネットワーク接続するパソコン、そのほかの機器
の電源をオフにします。

@ ルータ機能スイッチがONになっていることを確認します。
モデムとパソコンを直接接続しているLANケーブルをパ
ソコンから取り外し、本商品のWANポートに接続します。

# 本商品に付属しているLANケーブルを、本商品のLAN
ポート（1～4）とパソコンのLANポートに接続します。

$ モデム、本商品、パソコンの順に電源を入れます。

% 本商品が正しく接続されていることを確認します。

メ モ メ モ 

各LEDの動作は、付属の「お使いの手引き」「各部の名称と
機能」をご覧ください。

これで本商品の接続は完了です。
引き続き に進み、接続の設定をしてください。

②［次へ］をクリックし
ます

①「自動」を選択します

※画面はWindows Vistaの例です。

※判別できない場合は、裏面の「●接続テストが正しくできなかった
場合」をご覧ください。

①「root」と入力します

②空白のままにします

③［ログイン］をクリッ
クします
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Power LED
点灯していることを確認します
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点灯していることを確認します
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DHCPと表示された場合
→裏面
「■ご利用の回線に合わせて設定する」

DHCP接続の場合 へ

PPPoEと表示された場合
→裏面
「■ご利用の回線に合わせて設定する」
PPPoE接続の場合 へ

ほかにルータがあると表示された
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②［保存］をクリックし
ます

①［お気に入りに登録］
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［次へ］をクリックします

［追加］をクリックします

「簡単設定」を
クリックします

※30分以上電源を
オフにする



■ご利用の回線に合わせて設定する

& ご利用の回線が「DHCP」であることを確認して、［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。

( 正しく接続できたことを確認し、［終了］をクリックし
ます。

( ［OK］をクリックします。

) 以上で、設定は完了です。［閉じる］をクリックします。

Q パソコンを再起動します。

W 引き続き をご覧になり、コレガホームページにアク
セスして、インターネットに接続できることを確認します。

メ モ メ モ 

設定後は、設定画面を表示したいときに入力する IPアドレ
スが変更されます。Internet Explorerの「お気に入り」から
設定画面を開いてください。

メ モ メ モ 

ダイナミックDNSやバーチャルサーバ（ポート開放）
などの設定を続ける場合は［詳しい説明書を入手す
る］をクリックし、「詳細設定ガイド」（PDFマニュ
アル）をダウンロードして、設定してください。

) 引き続き をご覧になり、コレガホームページにアク
セスして、インターネットに接続できることを確認します。

& ご利用の回線が「PPPoE」であることを確認して、［次へ］
をクリックします。

* 「接続ユーザーID」「接続パスワード」を入力し、［次へ］を
クリックします。

注意 

「接続ユーザーID」「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、「接続ユーザーID」は「XXX@XXX.XXX」
になります。
※プロバイダによって表現が異なります。

( フレッツ・スクウェアをお使いになる場合は地域を、利用
しない場合は「利用しない」を選択し、［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。

Q 正しく接続できたことを確認し、［終了］をクリックし
ます。

メ モ メ モ 

ダイナミックDNSやバーチャルサーバ（ポート開放）
などの設定を続ける場合は［詳しい説明書を入手す
る］をクリックし、「詳細設定ガイド」（PDFマニュ
アル）をダウンロードして、設定してください。

W 引き続き をご覧になり、コレガホームページにアク
セスして、インターネットに接続できることを確認します。

●接続テストが正しくできなかった場合

⇒表面「■本商品にログインします」の%へ戻る

接続テストが正しくできなかった場合は、次のようなことが
考えられます。各原因をご確認のうえ、［戻る］ボタンをク
リックして回線の自動判別をする前の画面に戻り、再度設定
してください。

・モデムの電源を30分以上オフにしていない
設定の前に、モデムの電源を30分以上オフにしてくださ
い。

・「接続ユーザーID」「接続パスワード」に誤りがある
プロバイダから送付された書類をご確認のうえ、入力し直
してください。

・前回の接続時に異常終了したあと、すぐに設定をしようとした
5分以上経過してからもう一度接続し直してください。

・回線の専用接続ツールなどを使用してパソコンで設定している
専用接続ツールを削除（アンインストール）してください。

・モデムが正常に動作していない
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。

! Internet ExplorerまたはSafariを起動し、アドレス欄に
「http://corega.jp/」を入力し、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ることを確認します。

以上で、本商品の設定は完了です。

「お使いの手引き」（付属）

本商品の各部の説明、本書の手順で設定
できないときの解決方法などを説明して
いるマニュアルです。

    　「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。
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※画面はWindows Vistaの例です。

本書は再生紙を使用しています。

※画面は、2009年10月現在のものです。

画面で見るマニュアル

マニュアルのご紹介

インターネットに接続するSTEP 3

入力します

PPPoE接続の場合

［次へ］をクリックします

①「接続ユーザーID」を
入力します

②「接続パスワード」を
入力します

③［次へ］をクリックし
ます

［保存］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

［閉じる］をクリックし
ます

［OK］をクリックします

②［終了］をクリックし
ます

①接続テストの結果を
確認します

①接続テストの結果を
確認します

②［終了］をクリックし
ます

DHCP接続の場合

①選択します

②［次へ］をクリックし
ます


