
お願い
・ 本商品を使用する前に「お使いの手引き」（付属またはダウンロード）の次の内容を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
 「安全にお使いいただくためにお読みください」（P.4～7）
 「無線製品をご利用の際のご注意」（P.8～10）
・ お使いのプロバイダの契約書類や、モデム※などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネット接続できることを
確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プロバイダの契約書類やモデムなどの取扱説明書をお手
元にご用意ください。
※ 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事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。

・ 「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などでプロバイダより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 7の「ブロードバンド（PPPoE）」、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。

・ 本書ではWindows 7およびInternet Explorer 8の画面を例に説明しています。お使いのOSや機器によって画面が異なること
がありますがご了承ください。
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かんたんに
つながるよ！
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インターネットSTEP5 インターネットSTEP5

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。

コレガのホームページが表示されます。

※	画面は、2012 年	6 月現在のものです。
これでインターネットに接続できました。
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これで
インターネットに
つながりました！

接 続STEP1 接 続STEP1 確 認STEP2 確 認STEP2

モデムのLANポートと、本商品背
面のつながるポート（WANポー
ト）をLANケーブルで接続します。

有線 LAN パソコン のみ　
本商品背面のLANポート 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。

本商品背面のつながるポートの設
定が「自動」 になっていることを
確認します。

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
15分以上

1

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。

2

無線LANパソコンをお使い
の場合は、LANケーブルを接
続しないで 3に進んでくださ
い。

パソコン

モデムへ

3

モデムの電源を入れます。

本商品の電源を入れます。

•	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。

モデムへ

パソコンへ

本商品

これで本商品の接続は完了です。
▶ STEP2「確認」（P.1）へ

4
モデムの電源の入れ方は、モ
デムのマニュアルを確認して
ください。

5

本商品の電源を入れたあと3分ほど待ちます。

パソコンの電源を入れます。

本商品背面のつながるポート（WANポート）のいずれかのLEDが点灯または
点滅していることを確認 します。

これで本商品の LEDの確認は完了です。
▶ STEP3「つながる CD」（P.2）へ
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・ LEDの状態の例

本商品背面

LANケーブルを接続したポートのLEDが
点灯または点滅していることを確認します。

パソコンへ

モデムへ

•	 LANの1～4ポートは、LANケーブルでパソコンと接続したポートのLEDの
み点灯または点滅していることを確認 します。
•	つながるポート（WANポート）のLEDが点灯・点滅しない場合は、次の内容を
確認してください。

　　LANケーブルがモデムと本商品にしっかりと接続されていること。
　　LANケーブルが断線していないこと。

モデム本商品

ケーブルを接続有線LAN

無線 LAN

本商品の各LEDの
状態を確認

本商品

パソコンへ

モデムへ

本商品 モデム

インターネットインターネット

つながるCDSTEP3 つながるCDSTEP3 設 定STEP4 設 定STEP4

パソコンのWebブラウザ（Internet	ExplorerまたはSafari）を起動します。

お使いの環境によって表示される画面が異なります。
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画面の指示に従って設定

本商品

■インターネットが表示された場合
インターネットが表示された場合は、本
商品の設定は完了です。STEP5「イン
ターネット」（P.2）を確認する必要はあ
りません。

これでインターネットに接続できました。

※	画面は、2012 年	6 月現在のものです。

つながるCD をパソコンにセッ
トします。

Windows 7/Vista のみ　
「Setup.exeの実行」をクリック
します。

Windows 7/Vista のみ　
「ユーザーアカウント制御」画面で、
［はい］または「許可」をクリックし
ます。

「つながるCD」が起動します。

これでつながるCDが起動しました。
このあとの設定は、画面の指示に
従って設定してください。

CD-ROMドライブがないなど、つな
がるCDを使用できない場合は、手動
で設定してください。詳しくは、「お使
いの手引き」（付属）をご覧ください。

1

つながるCD

2

3

4

このあとは画面の指示に
従って設定してね
ランちゃんが
ナビゲートするよ

次のいずれかの画面が表示される
と設定は完了です。画面は本商品
の状態によって異なります。

■本商品と接続できた場合

■本商品と接続できなかった場合

■手動で接続する必要がある場合

これでつながるCDの設定は完了です。

本商品と接続できなかった場合は、次
の内容を確認してください。
•	画面の指示に従って、パソコンの状
態を確認したり、設定し直したりし
てください。

•	「お使いの手引き」（付属）の「第2章
複数のネットワーク機器を接続す
る」をご覧になって、手動で設定し
てください。

▶ STEP4「設定」（P.2）へ

5

つながるCDの設定が
完了しました

■設定が必要な例

※	画面は例です。
画面の指示に従って本商品を設定
します。

これで本商品の設定は完了です。
▶ STEP5「インターネット」（P.2）へ

画面の指示に従って何度か設定しても、
インターネットに接続できない場合は

「トラブルシューティング」（P.3）をご
覧ください。

※	画面は例です。

このあとは画面の指示に
従って設定してね
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つながるポートでインターネットに接続で
きなかったときは、次の内容を確認してか
ら、再度 STEP1「接続」（P.1）から順
に設定してください。

■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こと、

ケーブルが外れていないことなど、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。

■ほかのソフトウェアが動作していませんか？
▶現在使用中のアプリケーションをすべ

て終了させてください。
▶ウイルス対策ソフトなどのセキュリ

ティソフトを使用している場合は、一
時的に停止してください。セキュリ
ティソフトは、インターネット接続後
に起動してください。

それでも接続できないときは…
▶「手動で設定する」（P.3）へ

正しく接続できないときは？

「正しく接続できないときは？」で設定を
確認し直してもインターネットに接続でき
ない場合は、手動で設定してください。

プロバイダにお使いの環境を確認し
ます。
確認する内容 確認結果の例
インターネット
回線の接続方式

「PPPoE」
「DHCP」
「IP固定設定」

モデムの機能 「ルータ機能がある」
「ルータ機能はない」

本商品の電源を切ります。

本商品背面のつながるポートのス
イッチ を「手動」にします。

本商品の電源を入れて、3分ほど待ち
ます。

Webブラウザを起動します。本商品の
ログイン画面が表示されます。

「ユーザ名」に「root」と入力し、
［ログイン］をクリックします。

プロバイダに確認した内容によって手順が
異なります。

▶「モデムにルータ機能がない場合」（P.3）へ
▶「モデムにルータ機能がある場合」（P.4）へ

手動で設定する
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3

4

5

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。
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● 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。

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。

「サービス情報サイト」または「フレッ
ツ・スクウェア」を利用する場合は、
「サービス情報サイト」または「フレッ
ツ・スクウェア」 を選択し、［次へ］
をクリックします。

「サービス情報サイト」、「フレッ
ツ・スクウェア」を利用しない場合
は、「利用しない」を選択してくだ
さい。

［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。

これで本商品の設定は完了です。
▶ STEP5「インターネット」（P.2）へ
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● 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。

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。

「固定IP設定」 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。

これで本商品の設定は完了です。
▶ STEP5「インターネット」（P.2）へ

1

22

3

4

● 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。

［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。

これで本商品の設定は完了です。
▶ STEP5「インターネット」（P.2）へ
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「モード」 をクリックします。

「無効」 を選択します。

変更後のIPアドレス をメモに控え、
［OK］ をクリックします。

［設定］をクリックします。

本商品が再起動します。

パソコンを再起動します。

これで本商品の設定は完了です。
▶ STEP5「インターネット」（P.2）へ

●モデムにルータ機能がある場合

1

22

3
ルータ機能が無効になった後の本
商品の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。

4

5

表示されている秒数を経過しても
本商品の設定画面が再表示されな
い場合は、Webブラウザを終了し
てください。

6

マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルを用意しています。

「ニンテンドー DS・Wii を接続する」（付
属またはダウンロード）
ニンテンドー 3DS やニンテンドー DS・Wii を無
線 LAN で接続する方法をイラスト入りで説明し
ています。「ニンテンドー DS・Wii を接続する」
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」（付属またはダウンロード）
本商品のおもな機能の設定方法、トラブルの対処
方法などを説明しています。「お使いの手引きは」
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。

「詳細設定ガイド」（PDF マニュアル）
本商品の Web 設定画面の詳細説明や各種機能の
詳しい設定方法などを説明しています。「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。

よくあるお問い合わせ

コレガホームページでは、本商品の使用時のよく
あるお問い合わせを掲載しています。
本商品を使用していてわからないことがあるとき
は、「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

http://corega.jp/faq/

よくあるお問い合わせ特集

http://corega.jp/faq/

おことわり

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。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境
で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテ
レビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起
こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをし
てください。	 VCCI-B

■	輸出管理と国外使用について
•	お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外
国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、
「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府
の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされ
るすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといた
します。
•	弊社販売製品は、日本国内仕様であり日本国外においては、
製品保証および品質保証の対象外になり製品サポートおよ
び修理など一切のサービスが受けられません。

Copyright©2012	アライドテレシスホールディングス株式会社
coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録
商標です。
Microsoft、Windows、Windows	Vistaは、米国Microsoft	
Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Macintosh、Mac	OS、Safariは、Apple	Inc.の登録商標です。
ニンテンドー3DS・ニンテンドーDS・Wiiは任天堂の商標また
は登録商標です。
本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名
称は、各メーカの商標または登録商標です。

2012年	6月　Rev.A

画面で見るマニュアル

「簡単設定」 をクリックします。

［次へ］ をクリックします。

「手動」 を選択して、［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。

●モデムにルータ機能がない場合

1

2

3

4

上の　に続きます5

トラブル
シューティング
トラブル

シューティング

まずは
表ページの
STEPを見てね

　
選択した接続方法によって手順が異なります。5

2 台目以降のネットワーク機器を接続する

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、次をご覧ください。

●つながる CD を使う場合
▶ STEP3「つながる CD」（P.2）へ

●つながる CD を使わない場合
▶「お使いの手引き」（付属またはダウンロー
ド）へ

●ニンテンドー 3DS・ニンテンドー DS・
Wii を接続する場合
▶「ニンテンドー DS・Wii を接続する」（付属ま
たはダウンロード）へ

STEP3以外のSTEPを設定する必
要はありません。


