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［次へ］（ ）をクリックします。

画面が隠れている場合は、タスクバーの
「コレガ無線 LAN ユーティリティインス
トーラ」（ ）をクリックします。

内容を確認して「使用許諾契約の全条項
に同意します」（ ）を選択し、［次へ］
（ ）をクリックします。

［次へ］（ ）をクリックします。

［OK］（ ）をクリックします。

これで、ユーティリティのインストール
が完了しました。

ユーティリティが起動します。画面を
そのままにします。

STEP3「無線LAN接続」の
「コレガ製WPS対応
無線LANアダプタを接続」（P.2）へ

［次へ］（ ）をクリックします。

内容を確認して「使用許諾契約の全条項
に同意します」（ ）を選択し、［次へ］
（ ）をクリックします。

次の画面が表示されたら、無線LANア
ダプタをパソコンに取り付けます。

の画面が表示されるまでお待ちくだ
さい。

［完了］（ ）をクリックします。

これで、ドライバのインストールは完了
です。引き続き、 に進みます。
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CG-WLR300NNH（単品モデル）は、
 STEP3「無線LAN接続」（P.2）へ

ユーティリティディスク（CD-ROM）をパソ
コンのCD-ROMドライブにセットします。

Windows Vistaのみ

「setup.exeの実行」をクリックします。

Windows Vistaのみ

「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ
れます。「許可」をクリックします。

［かんたんスタート］（ ）をクリックします。

［インストール開始］（ ）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。

［Wi-Fi Protected Setupで自動接続］
（ ）をクリックします。

［プッシュボタンによる接続］（ ）をク
リックします。

次の画面が表示されます。画面をその
ままにして に進みます。

WPSボタンを約2秒押して離します。
WPS LEDが緑色に点滅します。

パソコンの画面に戻り、［Wi-Fi PRO-
TECTED SETUP］（ ）をクリックし
ます。
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ACアダプタ
を抜く
30分以上
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・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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①約2秒押して
　離す

②点滅
　します
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検索が始まり、次の画面が表示されます。

設定が完了すると次の画面が表示されま
す。［閉じる］（ ）をクリックします。

ユーティリティ画面で接続されている
ことを確認します。画面右上の （ ）
をクリックして、画面を閉じます。

Windows Vistaのみ

次の画面が表示される場合は、「家庭」
（ ）を選択します。

Windows Vistaのみ

「ユーザーアカウント制御」画面で、［続
行］をクリックします。

Windows Vistaのみ

［閉じる］（ ）をクリックします。

画面右上の （ ）をクリックして、画
面を閉じます。

 STEP4「インターネット接続」
（P.3（裏面））へ
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パソコンに無線LAN（ワイヤレスLAN、WLAN）
のスイッチがある場合は、スイッチがオンになって
いることを確認してください。

［スタート］（ ）－「接続先」（ ）の順
にクリックします。

表示されるSSID（ または ）を選択
し、［接続］（ ）をクリックします。

※本体側面を
 ご覧ください。

000A79XXXXXX

XXXXXXXX

表示されるSSID（5GHz帯／2.4GHz帯）
は、お使いの環境によって異なります。

初期PINコード（ネットワークキー）（ ）
を入力し、［接続］（ ）をクリックします。

※本体側面を
 ご覧ください。

000A79XXXXXX

XXXXXXXX

［閉じる］（ ）をクリックします。

次の画面が表示される場合は、「家庭」
（ ）を選択します。

「ユーザーアカウント制御」画面で、［続
行］をクリックします。

［閉じる］（ ）をクリックします。

 STEP4「インターネット接続」
（P.3（裏面））へ
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パソコンに無線LAN（ワイヤレスLAN、WLAN）
のスイッチがある場合は、スイッチがオンになって
いることを確認してください。

［スタート］（ ）－「コントロールパネ
ル」（ ）の順にクリックします。

「ネットワークとインターネット接続」
（ ）をクリックします。

クラシック表示の場合は、「ネットワー
ク接続」をクリックして に進みます。

「ネットワーク接続」（ ）をクリックします。

「ワイヤレスネットワーク接続」（ ）を
右クリックして、「プロパティ」（ ）を
クリックします。

ワイヤレスネットワークタブ（ ）を
クリックし、「優先ネットワーク」（ ）
の必要でない項目を削除（ ）して、
［OK］（ ）をクリックします。

・お使いのパソコンで、すでに本商品以外で
の無線LAN接続をしていて、今後も継続
してお使いになる場合は、その項目を残
し、それ以外の項目を削除してください。

・ワイヤレスネットワークタブが表示され
ない場合は、メーカ独自の無線接続ソフ
トを使用する場合がありますので、お使
いのパソコンの説明書をご覧になって、
「そのほかのネットワーク機器を手動で無
線LAN接続」（P.3）をご確認ください。
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・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。

・セキュリティソフトが動作している
と、インストールできないことがあり
ます。一時的にセキュリティソフトの
動作を停止させてください。

・無線LANを内蔵しているパソコンで本
商品を使用する場合は、内蔵無線
LANの動作を停止してください。

・ほかの無線LANアダプタのドライバ、
ユーティリティがインストールされて
いる場合は、あらかじめ無線LANア
ダプタの説明書に従って、アンインス
トールしてください。
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お使いの無線LANアダプタ（接続方法）に合わ
せて接続します。
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12
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。

これで、STEP1は完了です。
お買い上げの商品によって進むSTEP
が異なります。

CG-WLR300NNH-Uの場合
STEP2「インストール」（P.1）へ

CG-WLR300NNHの場合

 STEP3「無線LAN接続」（P.2）へ
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おことわり

「ニンテンドーDS・Wiiを接続する」（付属）

[次へ]（ ）をクリックします。

「接続ユーザー ID」「接続パスワード」
「接続パスワードの確認」（ ）を入力し
て、［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
「NTT東日本」または「NTT西日本」（ ）
を選択して、［次へ］（ ）をクリックします。

NTT フレッツシリーズ以外の回線の場合
は、「利用しない」を選択してください。

［保存］（ ）をクリックして、接続テス
トを始めます。

接続テストが終了して、「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て、［終了］（ ）を
クリックします。

XXX.XXX.XXX.XXX
XXX.XXX.XXX.XXX

XXX.XXX.XXX.XXX

画面は例です。

「インターネット接続状態」が「正常」
（ ）と表示されていることを確認して、
「ログアウト」（ ）をクリックします。

これで設定は完了です。
 「インターネットに接続」（P.4）へ
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画面右上の （ ）をクリックします。

画面は、Mac OS X 10.5の例です。お使
いの環境によって多少画面が異なりますが、
手順は同じです。

表示されるSSID（ または ）を選択
します。

※本体側面を
 ご覧ください。

000A79XXXXXX

XXXXXXXX

表示されるSSID（5GHz帯／2.4GHz帯）
は、お使いの環境によって異なります。

初期PINコード（ネットワークキー）（ ）
を入力し、［OK］（ ）をクリックします。

※本体側面を
 ご覧ください。

000A79XXXXXX

XXXXXXXX

接続が完了すると → （ ）になり
ます。

 STEP4「インターネット接続」
（P.3）へ

コレガ製WPS非対応無線LANアダプタや他
社製無線LANアダプタまたは「無線LAN搭載
パソコン」で、メーカ独自の無線接続ソフトを
使用して接続する場合には、お使いの無線
LANユーティリティで次のように設定してく
ださい。

無線LAN接続手順については、各機器の説明書をご
覧いただくか、各メーカ（無線LAN搭載パソコンの
場合は、パソコンメーカ）へお問い合せください。

 STEP4「インターネット接続」（P.3）へ

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」（ ）と入力して、［ロ
グイン］（ ）をクリックします。

「簡単設定」が表示されます。［次へ］（ ）
をクリックします。

「簡単設定」が表示されないときは、画面左側
メニューの「簡単設定」をクリックします。

「自動」（ ）を選択して、［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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[次へ]（ ）をクリックします。

［保存］（ ）をクリックして、接続テス
トを始めます。

接続テストが終了すると次の画面が表示
されます。「DHCP接続はOKです」（ ）
と表示されたことを確認して、［終了］
（ ）をクリックします。

XXX.XXX.XXX.XXX
XXX.XXX.XXX.XXX

IPアドレスなどは、お使いの環境によって
異なります。

「インターネット接続状態」が「正常」
（ ）と表示されていることを確認して、
「ログアウト」（ ）をクリックします。

これで設定は完了です。
 「インターネットに接続」（P.4）へ
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［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。IPアドレスなどは、お使
いの環境によって異なります。

・Windowsでは、［お気に入りに登録］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。IPアドレスなどは、お使い
の環境によって異なります。

再起動が完了するまでしばらく待ちます。

これで設定は終了です。
 「インターネットに接続」（P.4）へ

ルータ機能を無効に設定
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Webブラウザを起動して、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5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！
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回線判別の結果が表示されます。6「ワイヤレスネットワーク接続」（ ）を
右クリックして、「プロパティ」（ ）を
クリックします。

ワイヤレスネットワークタブ（ ）をク
リックし、［ワイヤレスネットワークの
表示］（ ）をクリックします。

表示されるSSID（ または ）を選択
し、［接続］（ ）をクリックします。

※本体側面を
 ご覧ください。

000A79XXXXXX

XXXXXXXX

表示されるSSID（5GHz帯／2.4GHz帯）
は、お使いの環境によって異なります。

初期PIN コード（ネットワークキー）
（ ）を入力して、［接続］（ ）をクリッ
クします。

※本体側面を
 ご覧ください。

000A79XXXXXX

XXXXXXXX

接続が完了すると「接続」（ ）と表示
されます。

 STEP4「インターネット接続」
（P.3）へ
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●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

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
画面を開くときに、変更後のIP
アドレスを入力する必要があり
ます。

IPアドレスが のメモに控えた
値に変更されます。以降は、
で表示されたアドレスでログイ
ン画面を表示します。
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「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
ご確認ください。
※プロバイダにより、表現が異なります。

000A79XXXXXX

XXXXXXXX ※本体側面を
 ご覧ください。

本商品には次の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。

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。

STEP3「無線LAN接続」（P.2）へ

 
STEP3の設定のあとに再度STEP4の設定を
する必要はありません。詳しくは「お使いの手
引き」（付属）もあわせてご覧ください。
  
●ニンテンドーDS・Wiiの場合

「ニンテンドーDS・Wiiを接続する」
（付属）へ

USBストレージをネットワーク
で共有する

●USBストレージ共有機能
本商品のUSBポートにUSBストレージ（外
付けUSBハードディスクやUSBメモリ）を
接続して、ネットワークで共有できます。
「お使いの手引き」（付属）へ

●メディアサーバ機能
USBストレージに保存した写真・音楽・
動画データを、ネットワーク機器で再生
できます。

●iTunesサーバ機能
USBストレージに保存した音楽データ
を、同じネットワーク内のパソコンの
iTunesで再生できます。

「詳細設定ガイド」（PDFマニュアル）へ

ニンテンドーDSや
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。

「お使いの手引き」（付属）
2 台目以降のネット
ワーク機器の接続手
順、USBストレージの
共有方法、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。

「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メディア
サーバ機能・iTunesサーバ機能など各種機能
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。

「無線クライアントユーティリティ
詳細設定ガイド」（PDFマニュアル）
（CG-WLR300NNH-Uのみ）

付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続の
しかた、ユーティリティの使い方を説明して
います。
「クライアントユーティリティ詳細設定ガイ
ド」はユーティリティディスク（CD-ROM）から
ご覧になれます。


