
お願い
・ 本商品を使用する前に、「お使いの手引き」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」
 「無線製品をご利用の際のご注意」
・ 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。

Y613-21913-00 Rev.A

CG-WLR300NX

かんたんに
つながるよ！
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接 続STEP1 接 続STEP1

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LANケーブルで接続します。

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。
　　  

　　無線 LANパソコンを接続する場合
 ▶ STEP2「無線 LAN接続」（P.2）へ
　　パソコンをすべて接続した場合
　　　 ▶ STEP3「設定」（P.3）へ

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15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

コソパ「」CP「」NAL「、は名トーポのムデモ
っよに種機、どな」tenrehtE「」TENE「」ン

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
モデムの電源の入れ方は、モデムのマ
ニュアルを確認してください。

モデム本商品

ケーブルを接続有線LAN

無線 LAN

4

無線LAN接続STEP2STEP2 無線LAN接続
本商品無線 LAN

インターネットSTEP4 インターネットSTEP4

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、2010 年 12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。

1

2

これで
インターネットに
つながりました！

本商品 モデム

インターネットインターネット

設 定STEP3 設 定STEP3

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。
■インターネットが表示された場合

1

2

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は、本
商品の設定は完了です。STEP3「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、2010 年 12月現在のものです。

■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。
      ▶ STEP4「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。

Windows XPの場合

Windows Vistaの場合

ネットワークアイコンをクリック後「ネット
ワークに接続」を選択します。

1

WindowsVista(SP1以下 )/XPをWindowsVista(SP1以下 )/XPを

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。
以下の内容はOS標準の設定方法となりま
すので、PCメーカー独自の無線接続ソフ
トを使用する場合はこの方法と異なりま
す。その場合はPCのマニュアルをご覧に
なり「そのほかのネットワーク機器を手
動で接続」をご参照下さい。

タスクトレイのアイコンが見つからない場合は、
以下の手順を行ってください。
・XPの場合
①デスクトップ画面左下の「スタート」－「コン     
　トロールパネル」を選択してください。
②「ネットワークとインターネット接続」－［ネ
　ットワーク接続］を選択してください（「クラ
　シック表示」の場合は、［ネットワーク接続］
　を選択してください。）
③「ワイヤレス ネットワーク接続 」を右クリッ
　クして、［利用できるワイヤレスネットワーク
　の表示］を選択してください。 
・Vistaの場合
「スタートボタン」から「接続先」を選択して下
さい。

2

※画像はイメージです

Vistaの場合

XPの場合

ネットワーク名(SSID)のうち「ファー
ストSSID」　を選択し「接続」　をク
リックします

ファーストSSIDセキュリティキー
（ネットワークキー）　を入力し、
「接続」　をクリックします。

3

※画像はイメージです

Vistaの場合

XPの場合

Vistaで「アクセスポイントの構成ボ
タンを押してください」と表示された
場合は、「代わりに、ネットワークキ
ー又はパスフレーズを入力する必要が
あります」をクリックして下さい。

通知領域(タスクトレイ)にあるネット
ワークアイコンをクリックしネットワ
ークの一覧を表示します。

 STEP3「設定」（P.3）へ

4 接続が完了すると、選択したネット
ワーク名 (SSID) の右側に「接続」
と表示されます。

・「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場
合、「家庭」を選択して下さい。

・「正しく接続されました」と表示されたら「閉じる」
をクリックして下さい

※画像はイメージです

※画像はイメージです

 画面はMac OS X 10.6の例です。お使いの
環境によって画面が異なります。

画面右上の をクリックします。

「ネットワーク名（SSID）」 を選択します。

接続が完了すると → になります。

コレガ製WPS非対応無線LANアダプタや他
社製無線LANアダプタや無線LAN対応プリン
タやデジタル家電または「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、各機器のマ
ニュアルをご覧いただくか、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。

1

2

3

4

002687XXXXXX

WPA共有キー
（ネットワークキー）

認証方式

暗号方式

ネットワーク名
（SSID、ESSID）

 STEP3「設定」（P.3）へ

 STEP3「設定」（P.3）へ

WiFiのアイコンが 　　の場合、メニューバー
の 　　をクリックし、［Wi-Fi を入にする］を
選択します。

「ファーストSSIDセキュリティー（ネ
ットワークキー）　を入力し、[このネ
ットワークを記憶]　にチェックを入れ、
［OK］　をクリックします。

デスクトップ右下のタスクトレイに表示さ
れている以下のアイコンを右クリックして
「利用できるワイヤレスネットワークの表
示」を選択してください。
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7

8

Windows 7/Vistaのみ

 

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 8/7/Vistaのみ
［閉じる］ をクリックします。

※「ホームグループの作成」および「ホーム
グループへの参加」については、弊社サ
ポート対象外となります。

 STEP3「設定」（P.3）へ

Windows 8 のみ

スタート画面で「デスクトップ」を
クリックします。

次の画面が表示された場合は、
「はい、共有をオンにしてデバ
イスに接続します」を選択します。Windows Vistaのみ

1

※画像はイメージです

2
Windows 8/7 の場合

4

5

※画像はイメージです

Windows 8 のみ

Windows8/7/Vista(SP2以降 ) をWindows8/7/Vista(SP2以降 ) を

以下の内容はOS標準の設定方法となりますの
で、PCメーカー独自の無線接続ソフトを使用
する場合はこの方法と異なります。その場合
はPCのマニュアルをご覧になり「そのほかの
ネットワーク機器を手動で接続」をご参照下
さい。

通知領域(タスクトレイ)にあるネットワー
クアイコンをクリックしネットワークの
一覧を表示します。

ネットワークアイコンをクリックします。

ネットワークアイコンをクリック後「ネッ
トワークに接続」を選択します。

3 ネットワーク名(SSID)のうち「ファー
ストSSID」を選択し「接続」をクリッ
クします。

※以下の画面はWindows7の例です。
画面はOSにより異なります

※以下の画面はWindows7の例です。
画面はOSにより異なります

ルータのボタンを押すよう促す画面が
表示されますので、本商品の本体側面
のWPSボタンを2秒以上押して離しま
す。本体正面の「WPS/ステータス」
ランプが緑点滅します。

WPS設定が開始されると、接続処理
中の画面が表示されますので、画面
が消えるまで待ちます。

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。

次の画面が表示される場合は、「ホ
ームットワーク」　または「家庭」
を選択します。

「ネットワークの場所の設定」について
詳しくは、「選択についての説明を表示
します」をクリックし、記載されている
内容を確認して、設定してください。

【Windows 7のみ】
お使いの環境によって、「ホームグル
ープの作成」または「ホームグルー
プへの参加」が表示されます。「ホー
ムグループの詳細を表示します」をク
リックし、記載されている内容を確認
して、設定してください。



■修理について
故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説
明書をご覧いただき、正しく設定・接続できてい
ることを確認してください。現象が改善されない
場合は、コレガホームページに掲載されている「修
理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項
を記入したものと「製品保証書」および購入日の
証明できるもののコピー（領収書、レシートなど）
を添付し、商品（付属品一式とともに）をご購入

■修理について
故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説
明書をご覧いただき、正しく設定・接続できてい
ることを確認してください。現象が改善されない
場合は、コレガホームページに掲載されている「修
理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項
を記入したものと「製品保証書」および購入日の
証明できるもののコピー（領収書、レシートなど）
を添付し、商品（付属品一式とともに）をご購入
された販売店へお持ちください。
修理をご依頼される場合は、次の点にご注意くだ
さい。
・ 弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けてお
りません。

おてし意用はで社弊はどな機替代の中間期理修  ・
りませんので、あらかじめご了承ください。

、は合場いなが印押の店売販に」書証保品製「  ・
保証期間内であっても有償修理になる場合があ
ります。

■有償修理について
有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ち
ください。下記URLに有償修理価格、修理受付
期間などが記載されていますのでご覧ください。

http://corega.jp/repair/

された販売店へお持ちください。
修理をご依頼される場合は、次の点にご注意くだ
さい。
・ 弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けてお
りません。

おてし意用はで社弊はどな機替代の中間期理修  ・
りませんので、あらかじめご了承ください。

、は合場いなが印押の店売販に」書証保品製「  ・
保証期間内であっても有償修理になる場合があ
ります。

の理修償無、合場いなきでが明証の日入購品商  ・
対象となりませんのでご注意ください。

、はてし関に故事や障故の中送運の時頼依理修  ・
弊社はいかなる責任も負いかねますので、あら
かじめご了承ください。
・ 修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場
出荷時の状態）に戻りますので、あらかじめご
了承ください。

の理修償無、合場いなきでが明証の日入購品商  ・
対象となりませんのでご注意ください。

、はてし関に故事や障故の中送運の時頼依理修  ・
弊社はいかなる責任も負いかねますので、あら
かじめご了承ください。
・ 修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場
出荷時の状態）に戻りますので、あらかじめご
了承ください。

■有償修理について
有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ち
ください。下記URLに有償修理価格、修理受付
期間などが記載されていますのでご覧ください。

http://corega.jp/repair/

■商品に関するご質問は…
商品についてご不明な点がある場合はコレガホーム

「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

○よくあるお問い合わせ
コレガホームページ TOP から「サポート情報」
→「保証・サポート窓口」の順にクリックしてく

または、下記URL にアクセスしてください。
http://corega.jp/support/faq/

解決されない場合は、コレガサポートセンタまで
お問い合わせください。
【コレガサポートセンタ】

 サポート：下記URLをご覧ください。
http://corega.jp/faq/

電 話　045-476-6268　
〈受付時間〉
10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 18：00
祝・祭日を除く月～金曜日、ただし事前にコレ
ガホームページで案内する指定休業日は除きます。

※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様
のため、日本語版OSのみ動作を保証していま
す。そのため、日本語版OS以外のお問い合せ
はお受けできませんのでご了承ください。
※サポートセンタへのお問い合せは日本語に限
らせていただきます。
This product is supported only in Japanese.

※電話が混み合っている場合は、メールサポー
トをご利用ください。

記載の内容は予告無く変更する場合があります。
最新情報はコレガホームページ
http://corega.jp/）をご覧ください。

■コレガホームページのご案内
コレガホームページでは、各種商品の最新情報、
最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなど
を提供しています。本商品を最適にご利用いただ
くために、定期的にご覧いただくことをお勧めし
ます。

http://corega.jp/

■商品に関するご質問は…
商品についてご不明な点がある場合はコレガホーム
ページの「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。

○よくあるお問い合わせ
コレガホームページ TOP から「サポート情報」
→「保証・サポート窓口」の順にクリックしてく
ださい。または、下記URL にアクセスしてください。

http://corega.jp/support/faq/

解決されない場合は、コレガサポートセンタまで
お問い合わせください。
【コレガサポートセンタ】
メール  サポート：下記URLをご覧ください。

http://corega.jp/faq/

電 話　045-476-6268　
〈受付時間〉
10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 18：00
祝・祭日を除く月～金曜日、ただし事前にコレ
ガホームページで案内する指定休業日は除きます。

※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様
のため、日本語版OSのみ動作を保証していま
す。そのため、日本語版OS以外のお問い合せ
はお受けできませんのでご了承ください。
※サポートセンタへのお問い合せは日本語に限
らせていただきます。
This product is supported only in Japanese.

※電話が混み合っている場合は、メールサポー
トをご利用ください。

記載の内容は予告無く変更する場合があります。
最新情報はコレガホームページ
（ ）をご覧ください。

■コレガホームページのご案内
コレガホームページでは、各種商品の最新情報、
最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなど
を提供しています。本商品を最適にご利用いただ
くために、定期的にご覧いただくことをお勧めし
ます。

http://corega.jp/

■この製品保証規定は、「製品保証書」に明記さ
れたご購入日を起算とした保証期間内におい
て、取扱説明書などに従った正常な使用をし
ていたにもかかわらず故障が発生した場合に、
無償修理をお約束するものです。

・本体、電源アダプタ／電源ケーブル：「製品保
証書」に記載の保証期間内で無償修理となり
ます（ただし、本規定の他の条項に準じます）。

・本体付属品（ユーティリティディスク、LAN
ケーブルなど）：保証適用外となります。

■保証期間内の無償修理は、ご購入された販売
店にお申し出のうえ、「製品保証書」をご提示
ください。なお、故障の内容によっては修理
にかえ同等品と交換させていただく場合があ
ります。また、販売中止になりました製品に
ついては、同等の性能を有する他の製品との
交換になる場合があります。
 修理のご依頼方法については、上記「■修理
について」をご覧ください。

■保証期間内であっても次の項目に該当する場
合は、無償修理の適用外とさせていただきま
す（ただし、無償修理の適用外であっても有
償での修理はご依頼いただけます）。

保品製「。合場いなが示提の」書証保品製「 .1
証書」の所定事項に記入がない、または字
句を不当に書き換えられた場合。

2. 使用上の誤り、または不当な分解や改造に
よって生じた故障および損害。

3. お買い上げ後の移動、落下などによって生
じた故障および損害。

4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地
異、公害、塩害、静電気、異常電圧などの

外部要因によって生じた故障および損害。
5. 接続された他の機器が原因で生じた故障お
よび損害。

6. 製品のソフトウェア（ファームウェア、ド
ライバなど）のアップデート。アップデー
トによって生じた故障および損害。

7. 取扱説明書などに記載の使用方法、または
注意に反するお取り扱いによって発生した
故障および損害。

■製品に記憶された、または組み込まれた、お客
様のソフトウェア、ファームウェア、メモリデー
タなどすべてのデータの保証はいたしません。

■修理によって交換された故障部品、故障製品
の所有権は弊社に帰属するものとします。

■弊社の指定するもの以外の機器と接続された
場合の動作保証はいたしません。また、製品
の使用によるその他の機器の故障および損害
についての補償はいたしません。

■この規定は、製品についてのみ無償修理をお
約束するもので、製品の故障または使用によ
り発生した損害については、弊社はその責を
一切負わないものとします。

■製品の修理または交換にかかる付帯費用（運
送費、設置工事費、人件費など）およびそれ
に基づく損害賠償については、弊社はその責
を一切負わないものとします。

■弊社が債務不履行または不法行為その他の原
因に基づいて負う損害賠償責任の額は、弊社
に故意または重大な過失がある場合を除き、
製品の購入代金を限度といたします。

■「製品保証書」は、日本国内においてのみ有
効です。

製品保証規定
■この製品保証規定は、「製品保証書」に明記さ
れたご購入日を起算とした保証期間内におい
て、取扱説明書などに従った正常な使用をし
ていたにもかかわらず故障が発生した場合に、
無償修理をお約束するものです。

・本体、電源アダプタ／電源ケーブル：「製品保
証書」に記載の保証期間内で無償修理となり
ます（ただし、本規定の他の条項に準じます）。

・本体付属品（ユーティリティディスク、LAN
ケーブルなど）：保証適用外となります。

■保証期間内の無償修理は、ご購入された販売
店にお申し出のうえ、「製品保証書」をご提示
ください。なお、故障の内容によっては修理
にかえ同等品と交換させていただく場合があ
ります。また、販売中止になりました製品に
ついては、同等の性能を有する他の製品との
交換になる場合があります。
 修理のご依頼方法については、上記「■修理
について」をご覧ください。

■保証期間内であっても次の項目に該当する場
合は、無償修理の適用外とさせていただきま
す（ただし、無償修理の適用外であっても有
償での修理はご依頼いただけます）。

保品製「。合場いなが示提の」書証保品製「 .1
証書」の所定事項に記入がない、または字
句を不当に書き換えられた場合。

2. 使用上の誤り、または不当な分解や改造に
よって生じた故障および損害。

3. お買い上げ後の移動、落下などによって生
じた故障および損害。

4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地
異、公害、塩害、静電気、異常電圧などの

外部要因によって生じた故障および損害。
5. 接続された他の機器が原因で生じた故障お
よび損害。

6. 製品のソフトウェア（ファームウェア、ド
ライバなど）のアップデート。アップデー
トによって生じた故障および損害。

7. 取扱説明書などに記載の使用方法、または
注意に反するお取り扱いによって発生した
故障および損害。

■製品に記憶された、または組み込まれた、お客
様のソフトウェア、ファームウェア、メモリデー
タなどすべてのデータの保証はいたしません。

■修理によって交換された故障部品、故障製品
の所有権は弊社に帰属するものとします。

■弊社の指定するもの以外の機器と接続された
場合の動作保証はいたしません。また、製品
の使用によるその他の機器の故障および損害
についての補償はいたしません。

■この規定は、製品についてのみ無償修理をお
約束するもので、製品の故障または使用によ
り発生した損害については、弊社はその責を
一切負わないものとします。

■製品の修理または交換にかかる付帯費用（運
送費、設置工事費、人件費など）およびそれ
に基づく損害賠償については、弊社はその責
を一切負わないものとします。

■弊社が債務不履行または不法行為その他の原
因に基づいて負う損害賠償責任の額は、弊社
に故意または重大な過失がある場合を除き、
製品の購入代金を限度といたします。

■「製品保証書」は、日本国内においてのみ有
効です。

製品保証規定

■マニュアルについて

本商品のマニュアルは、コレガホー
ムページで提供しています。本商品
をお使いになる前に、コレガホーム
ページからマニュアルをダウンロー
ドしてください。本商品の設定方法
や使用方法について、詳しくはマニュ
アルをご覧ください。

http://corega.jp/

■マニュアルについて

本商品のマニュアルは、コレガホー
ムページで提供しています。本商品
をお使いになる前に、コレガホーム
ページからマニュアルをダウンロー
ドしてください。本商品の設定方法
や使用方法について、詳しくはマニュ
アルをご覧ください。

http://corega.jp/

■保証について
「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を
正しくご使用ください。無条件で本商品を保証す
るということではありません。正しい使用方法で
使用した場合のみ、保証の対象となります。
本商品の保証期間については、「製品保証書」に
記載されている保証期間をご覧ください。

■保証について
「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を
正しくご使用ください。無条件で本商品を保証す
るということではありません。正しい使用方法で
使用した場合のみ、保証の対象となります。
本商品の保証期間については、「製品保証書」に
記載されている保証期間をご覧ください。

 
ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防
ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意
事項が記載されています。
使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっていま
す。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明
この表示を無視し、誤った取り扱いをする
と、人が死亡または重傷を負う可能性が想定
される内容を示しています。

この表示を無視し、誤った取り扱いをする
と、人が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内
容を示しています。

絵記号の説明
この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中また
は近くに具体的な禁止事項が示されています。
例)
 　「分解禁止」

この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すため
の記号です。 記号の中または近くに具体的な指示内容が
示されています。
例)
 　「電源プラグをコンセントから抜く」

警告

注意

 安全にお使いいただくためにお読みください
ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防
ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意
事項が記載されています。
使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっていま
す。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明
この表示を無視し、誤った取り扱いをする
と、人が死亡または重傷を負う可能性が想定
される内容を示しています。

この表示を無視し、誤った取り扱いをする
と、人が傷害を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内
容を示しています。

絵記号の説明
この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中また
は近くに具体的な禁止事項が示されています。
例)
 　「分解禁止」

この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すため
の記号です。 記号の中または近くに具体的な指示内容が
示されています。
例)
 　「電源プラグをコンセントから抜く」

警告

注意

 
 
本商品（ACアダプタを含む）を次のような状態で使用し
ないでください。
・多段積み
・通風孔をふさぐ
（例：ジュータン、布団、テーブルクロス、毛布などでふさぐ）
・前後左右、上部に十分なスペースがない
（例：収納棚や本棚などの場所に押し込む）
内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。
また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い
温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがありま
す。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯
渇が生じ、異臭、発煙、火災の原因となります。

注意

禁 止

 
 
本商品（ACアダプタを含む）を次のような状態で使用し
ないでください。
・多段積み
・通風孔をふさぐ
（例：ジュータン、布団、テーブルクロス、毛布などでふさぐ）
・前後左右、上部に十分なスペースがない
（例：収納棚や本棚などの場所に押し込む）
内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。
また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い
温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがありま
す。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯
渇が生じ、異臭、発煙、火災の原因となります。

注意

禁 止

お手入れ可能な場所に設置してください。
本商品（ACアダプタを含む）にほこりなどが付着してい
ると、発煙、火災の原因となります。ほこりなどが付着し
ている場合は、電源を切り、電源ケーブルまたはACアダ
プタを電源コンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふき
取ってください。

本商品を移動するときは、電源ケーブルまたはACアダ
プタを電源コンセントから抜いてください。
感電、火災の原因となります。

取扱説明書に従って、正しく設置してください。
不適切な設置により、放熱が妨げられると、発熱による火
災の原因となります。

長期間使用しないときは、電源ケーブルまたはACアダ
プタを電源コンセントから抜いてください。
火災の原因となります。

本商品（ACアダプタを含む）に強い衝撃を与えないでく
ださい。
故障の原因となります。

静電気が発生しやすい場所に設置しないでください。
感電、故障の原因となります。

強 制 指 示

強 制 指 示

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

お手入れ可能な場所に設置してください。
本商品（ACアダプタを含む）にほこりなどが付着してい
ると、発煙、火災の原因となります。ほこりなどが付着し
ている場合は、電源を切り、電源ケーブルまたはACアダ
プタを電源コンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふき
取ってください。

本商品を移動するときは、電源ケーブルまたはACアダ
プタを電源コンセントから抜いてください。
感電、火災の原因となります。

取扱説明書に従って、正しく設置してください。
不適切な設置により、放熱が妨げられると、発熱による火
災の原因となります。

長期間使用しないときは、電源ケーブルまたはACアダ
プタを電源コンセントから抜いてください。
火災の原因となります。

本商品（ACアダプタを含む）に強い衝撃を与えないでく
ださい。
故障の原因となります。

静電気が発生しやすい場所に設置しないでください。
感電、故障の原因となります。

強 制 指 示

強 制 指 示

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

  

本商品（ACアダプタを含む）を次のような場所で使用し
たり、保管したりしないでください。
・ 直射日光のあたる場所
・ 暖房器具やボイラーの近く、火気のそばなどの温度が上
がる、高温になる場所（例：発熱する装置のそばなど）

・ 急激な温度変化のある場所（クーラーや暖房機のそばな
ど、結露するような場所）

・ 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所
・ 小さな金属類がある周辺
・ 風呂場やシャワー室、加湿器のそばなど水のかかる場所
や湿気が多い場所

・ 水などの液体がかかる場所
・ 調理台のそばなど油飛びや湯気の当たるような場所
・ 高温、多湿、風通しの悪い場所
・ 振動が多い場所
・ ほこりや粉塵の多い場所
・ 強風のあたる場所
・ ジュータンなどを敷いた場所（静電気障害の原因になり
ます）

・ 塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食
性ガスの発生する場所

・ 強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所 
感電、火災、故障の原因となります。
  （仕様に定められた環境条件下でご使用ください）

禁 止

浴 室 禁 止

水 濡 禁 止

本商品（ACアダプタを含む）を次のような場所で使用し
たり、保管したりしないでください。
・ 直射日光のあたる場所
・ 暖房器具やボイラーの近く、火気のそばなどの温度が上
がる、高温になる場所（例：発熱する装置のそばなど）

・ 急激な温度変化のある場所（クーラーや暖房機のそばな
ど、結露するような場所）

・ 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所
・ 小さな金属類がある周辺
・ 風呂場やシャワー室、加湿器のそばなど水のかかる場所
や湿気が多い場所

・ 水などの液体がかかる場所
・ 調理台のそばなど油飛びや湯気の当たるような場所
・ 高温、多湿、風通しの悪い場所
・ 振動が多い場所
・ ほこりや粉塵の多い場所
・ 強風のあたる場所
・ ジュータンなどを敷いた場所（静電気障害の原因になり
ます）

・ 塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食
性ガスの発生する場所

・ 強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所 
感電、火災、故障の原因となります。
  （仕様に定められた環境条件下でご使用ください）

禁 止

浴 室 禁 止

水 濡 禁 止

本商品（ACアダプタを含む）を弊社がマニュアル等で指
示する以外の分解をしたり、改造しないでください。
感電、けが、火災、故障の原因となります。

煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブ
ルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてくだ
さい。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

本商品（ACアダプタを含む）から異常音がしたり、ケー
スが熱くなっている状態のまま使用すると、感電、火災の
原因となることがあります。すぐに電源ケーブルまたは
ACアダプタを電源コンセントから抜いてください。

本商品（ACアダプタを含む）の通風孔などから液体や
異物が内部に入ったら使用を中止し、電源ケーブルまた
はACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

濡れた手で本商品（ACアダプタを含む）を扱わないでく
ださい。
感電の原因となります。

分 解 禁 止

プラグを抜く

濡 手 禁 止

プラグを抜く

プラグを抜く

本商品（ACアダプタを含む）を弊社がマニュアル等で指
示する以外の分解をしたり、改造しないでください。
感電、けが、火災、故障の原因となります。

煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブ
ルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてくだ
さい。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

本商品（ACアダプタを含む）から異常音がしたり、ケー
スが熱くなっている状態のまま使用すると、感電、火災の
原因となることがあります。すぐに電源ケーブルまたは
ACアダプタを電源コンセントから抜いてください。

本商品（ACアダプタを含む）の通風孔などから液体や
異物が内部に入ったら使用を中止し、電源ケーブルまた
はACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

濡れた手で本商品（ACアダプタを含む）を扱わないでく
ださい。
感電の原因となります。

分 解 禁 止

プラグを抜く

濡 手 禁 止

プラグを抜く

プラグを抜く

警告
家庭用電源（AC100V）以外の電源は使用しないでくだ
さい。
感電、発煙、火災、故障の原因となります。

付属の電源ケーブルまたはACアダプタ以外は使用しな
いでください。また、付属の電源ケーブルまたはACア
ダプタをほかの機器に使用しないでください。
感電、発煙、火災、故障の原因となります。

禁 止

強 制 指 示

警告
家庭用電源（AC100V）以外の電源は使用しないでくだ
さい。
感電、発煙、火災、故障の原因となります。

付属の電源ケーブルまたはACアダプタ以外は使用しな
いでください。また、付属の電源ケーブルまたはACア
ダプタをほかの機器に使用しないでください。
感電、発煙、火災、故障の原因となります。

禁 止

強 制 指 示

電源ケーブルを傷つけたり、加工したり、引っ張ったりし
ないでください。
電源ケーブルに重いものを載せたり、加熱や無理な曲げ、
ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し、感電、
火災の原因となります。
また、電源ケーブルが傷んだ（芯線の露出・断線など）状
態のまま使用すると、感電、火災の原因となります。
電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから
抜くときは、電源ケーブルを引っ張って抜かないでくださ
い。

電源ケーブルまたはACアダプタのたこ足配線はしない
でください。
発熱して火災の原因となります。

アース線またはアース端子を接続してください。
本商品または電源ケーブルにアース線またはアース端子
が付いている場合は、アース線またはアース端子を接続し
てください。
感電、けが、火災、故障の原因となります。

禁 止
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電源ケーブルを傷つけたり、加工したり、引っ張ったりし
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ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し、感電、
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態のまま使用すると、感電、火災の原因となります。
電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから
抜くときは、電源ケーブルを引っ張って抜かないでくださ
い。

電源ケーブルまたはACアダプタのたこ足配線はしない
でください。
発熱して火災の原因となります。

アース線またはアース端子を接続してください。
本商品または電源ケーブルにアース線またはアース端子
が付いている場合は、アース線またはアース端子を接続し
てください。
感電、けが、火災、故障の原因となります。

禁 止

禁 止

■電波に関するご注意
本商品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。また、設置の前
に必ず上記「安全にお使いいただくためにお読みください」をお読みください。

・ 心臓ペースメーカの近くで本商品をご使用にならないでください。心臓ペース
メーカに電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。

・ 医療機器の近くで本商品をご使用にならないでください。医療機器に電磁妨害を
及ぼし、生命の危険があります。

・ 電子レンジの近くで本商品をご使用にならないでください。電子レンジによって、
本商品の無線通信への電磁妨害が発生します。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、
工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する
無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無
線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無
線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が
発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止し
た上、コレガサポートセンタにご連絡いただき、混信回避のための処置など（例
えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線
局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起き
たときは、コレガサポートセンタへお問い合わせください。

■セキュリティに関するご注意
無線 LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなど
と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲内であれ
ば自由に LAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届く
ため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する
可能性があります。

●通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
・ ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
・ メールの内容
などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
・ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
・ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
・ 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
・ コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）
などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するための
セキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する
設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。
セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自
身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお
勧めします。

無線製品をご利用の際のご注意　（無線製品のみ）
■電波に関するご注意
本商品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。また、設置の前
に必ず上記「安全にお使いいただくためにお読みください」をお読みください。

・ 心臓ペースメーカの近くで本商品をご使用にならないでください。心臓ペース
メーカに電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。

・ 医療機器の近くで本商品をご使用にならないでください。医療機器に電磁妨害を
及ぼし、生命の危険があります。

・ 電子レンジの近くで本商品をご使用にならないでください。電子レンジによって、
本商品の無線通信への電磁妨害が発生します。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、
工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する
無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無
線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無
線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が
発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止し
た上、コレガサポートセンタにご連絡いただき、混信回避のための処置など（例
えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線
局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起き
たときは、コレガサポートセンタへお問い合わせください。

■セキュリティに関するご注意
無線 LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなど
と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲内であれ
ば自由に LAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波はある範囲であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届く
ため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する
可能性があります。

●通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
・ ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
・ メールの内容
などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
・ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
・ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
・ 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
・ コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）
などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するための
セキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する
設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。
セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自
身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお
勧めします。

無線製品をご利用の際のご注意　（無線製品のみ）

雷のときは本商品（ACアダプタを含む）や接続されてい
るケーブル類に触らないでください。
感電の原因となります。

小さなお子様の手の届く場所に設置したり、使用したりし
ないでください。
感電やけがを引き起こす原因となる場合があります。

梱包用のビニール袋などは、小さなお子様の手の届く場所
に置かないでください。
窒息する原因となります。

不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。
万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源ケーブル
またはACアダプタを電源コンセントから抜き、本商品
の使用を終了してください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品
です。
本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備・航空宇宙機器・
輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および極め
て高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、また
はこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。（一
般家庭、屋内向けです）これらの設備や機器、制御システ
ムなどに本商品を使用しないでください。本商品の故障に
より、社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあ
ります。

感電、高電圧に注意してください。
・金属片の混入に注意してください。
・操作時は電源を切ってください（PoE 給電側からの
LANケーブルを抜いてください）
・マニュアルをご確認ください

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

禁 止

プラグを抜く

雷のときは本商品（ACアダプタを含む）や接続されてい
るケーブル類に触らないでください。
感電の原因となります。
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に置かないでください。
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不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。
万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源ケーブル
またはACアダプタを電源コンセントから抜き、本商品
の使用を終了してください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品
です。
本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備・航空宇宙機器・
輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および極め
て高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、また
はこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。（一
般家庭、屋内向けです）これらの設備や機器、制御システ
ムなどに本商品を使用しないでください。本商品の故障に
より、社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあ
ります。

感電、高電圧に注意してください。
・金属片の混入に注意してください。
・操作時は電源を切ってください（PoE 給電側からの
LANケーブルを抜いてください）
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禁 止
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プラグを抜く
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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15分以上オフにしま
したか？
▶設定する前にモデムの電源を15
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
@「はにろ後の」名ザーユ続接「、合

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？

本商品側面のWPSボタン を押
し、3回連続点滅したらWPSボタ
ンを離します。

Webブラウザを起動し、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。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.4）へ
▶「モデムにルータ機能がある場合」（P.4）へ

「WAN側設定（インターネット）」
をクリックします。

以下、プロバイダに確認した接続
方式によって手順が異なります。

「PPPoE」 を選択します。
セッション選択：「セッション1」
を、アカウント選択：「account-1」
を選択します。

プロバイダに確認した内容　を入
力して「設定」　をクリックします。

インターネットの状態が 
「Session1：通信中」 となって
いることを確認して「ログアウト」
をクリックします。

これで本商品の設定は完了です。

▶STEP5「インターネット」（P.2）へ

3

4

5

1

2

「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」
（PDFマニュアル）
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」（PDFマニュアル）
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

。いさだく覧ごを」せわ合い問おるあくよ「、はき

http://corega.okbiz.okwave.jp/

画面で見るマニュアル

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

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。

●有線 LANパソコンの場合
▶STEP1「接続」　　（P.2）へ

●無線 LANパソコンの場合
▶STEP2「無線 LAN接続」（P.2）へ

STEP2以外のSTEPを設定する
必要はありません。

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©2014 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。

Microsof t、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。

2014年 1月　Rev.A

おことわり●モデムにルータ機能がない場合

「IP自動取得（DHCP）/IP固定」
」定設「。すまし択選を をクリック

します。

インターネットの状態が「IP自動取
得：通信中」 となっていることを
確認して「ログアウト」 をクリッ
クします。

これで本商品の設定は完了です。

▶STEP5「インターネット」（P.2）へ

2

1

「IP自動取得（DHCP）/IP固定」
を選択します。タイプ「IP固定」
を選択し、プロバイダから提供され
た数値 ーサSND（。すまし力入を
バアドレスも提供されている場合

設「）。すまし力入を値たれさ供提は
定」　をクリックします。

インターネットの状態が「IP自動取
得：通信中」 となっていることを
確認して「ログアウト」 をクリッ
クします。

これで本商品の設定は完了です。

▶STEP5「インターネット」（P.2）へ

2

1

STEP1以外のSTEPを設定する
必要はありません。

「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」

本商品の電源が入っているこ
とを確認します。

手動で設定する

1

2

2


