
2018 年 11月 30日 第 1版

型番 : WDC-433DU2H2-B

セットアップガイド（Windows）
本製品（無線 LAN子機）を使って、インターネットに接続する手順を説明します。
別紙［製品情報］の［事前の準備（必ずお読みください）］、［安全にお使いいただくために］を
お読みになったうえで、作業を始めてください。※Macの設定については裏面をご確認ください。

Step1 ドライバーのインストール /アンインストール（Windows 10 / 8.1 / 7）

Step2 無線 LANルーターと接続する（Windows 編）

　　インストールを始める前に
インストール作業は管理者権限（administrator など）で行ってください。ユーザーアカウントの権限
は［スタート］→［コントロールパネル］→［ユーザーアカウントの家族のための安全設定］または
［ユーザーアカウント］で確認できます。

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照して下さい。

ここではまだ本体をパソコンに接続しません。インストール アンインストール

❶どちらかの方法でドライバーをインストールします。

❶本製品をパソコンのUSBポートに差し込みま
す。
本製品を差し込むと、自動的にセットアップが
始まります。

❶本製品の裏側にあるWPSボタン
を約 2秒間押します。

❷「Please push the WPS button on 
your router」という画面が表示され
たら、無線 LANルーターのWPSボ
タンを押します。

❸本製品と無線 LANルーターを接続
しています。

❹以下の画面が表示されたら設定は
完了です。

❷ご使用のOSによって、このあとの手順が異なります。

❸正しくセットアップされたことを確認します。デスク
トップ画面右下のタスクバー（タスクトレイ）に［ワイ
ヤレスネットワーク接続］アイコンが表示されます。

❶本製品を取り外します。
❷アンインストール画面を表示します。
Windows 10の場合 : [Windowsマーク]を右クリックし[設定] → [アプリと機能]を選択します。
Windows 8.1 の場合 : [Windowsマーク]を右クリックし[コントロールパネル ] → [ プログラム

のアンインストール ]を選択します。
Windows 7 の場合 : [ スタート] → [コントロールパネル ] → [ プログラムのアンインストール ]

を選択します。

❹確認画面が表示されますので、［はい］または［OK］
をクリックします。

❺アンインストール完了画面が表示されますので、
［完了］をクリックします。

❸「ELECOM WDC-433DU2H2 Driver」を選択し
て、［アンインストール］をクリックします。

※「ユーザーアカウント制御」画面が表示 される場合があります。
その場合は、 ［はい］または［続行］をクリックしてください。

❷インストールウィザードが起動し、インストールを実行し
ます。しばらくすると、インストール完了画面が表示され
ますので、［完了］をクリックします。

以上で、ドライバーのインストールは完了です。
［Step2 無線 LANルーターと接続する（Windows 編）］に進んでください。

ダウンロードした「WDC-433DU2H2_Win_XXX.zip」（XXXは数字）をダブル
クリックして解凍します。解凍後、フォルダー内にある「setup.exe」をダブル
クリックすると、インストールを開始します。
※ドライバーのダウンロードは「製品情報」の「ドライバーダウンロードページのご案内」をお読みく
ださい。

Webダウンロードからインストール

アプリケーションが何も実行されていないことを確認し、
付属のCD-ROMをドライブにセットします。
しばらくすると、「自動再生」画面が表示されますので、
「setpu.exe の実行」をクリックすると、インストールを開
始します。しばらく待ってもセットアップメニューが表示
されない場合は、Windows 10/8.1 の場合 : ［Windows マーク］を右クリッ
クし［エクスプローラー］を起動して、［CD-ROM］→［setup（.exe）］の順にダブ
ルクリックしてください。Windows7 の場合 : ［スタート］→［コンピュー
ター］→［CD-ROM］→［setup（.exe）］の順にダブルクリックしてください。
※ユーザーアカウント制御が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

ドライバーCD-ROMからインストール

本製品の使用をやめる場合などで、ドライバーをアンインストールするには、次
の手順で行ってください。

以上で、ドライバーのアンインストールは完了です。以上で、ドライバーのアンインストールは完了です。

●Windows 10/8.1の場合
自動的にセットアップが完了します。 手順❸
へ進みます。

●Windows 7の場合

しばらくすると、自動的にドライバーがインストールされ
セットアップが完了します。手順❸へ進みます。

本製品のドライバーが正常にインストールされると、ネットワーク接続アイコンなどに「ELECOM 
WDC-433DU2H2 Wireless LAN Adapter」と表示されます。

パソコンによっては再起動を促されますが、アイコンが表
示されることを確認するまでは再起動しないでください。

（Windows 10）　（Windows 8.1）　　（Windows 7）

A 本製品と無線 LANルーターのWPSボタンを使って接続する場合

B無線LANルーターのWPSボタンを使って接続する場合/C手動で設定する場合

※Windows 10/8.1 はデスクトップ画面右下のタスクバーに表示さ
れます。
※タスクトレイにアイコンが見つからない場合は、▲（隠れているイ
ンジケーターを表示します）をクリックして開いてみてください。
※ご使用の環境によってアイコンに×マークが表示されることがあ
ります。

無線 LANルーターが 5GHz・2.4GHz のデュアルバンド対応の場合
デュアルバンド対応の無線 LANルーターでWPS接続をする場合、本製品のユーティリティが無線 LANルー
ター側からのWPS信号を受信するタイミングによって、目的の SSID とWPS接続できない場合があります。
このような場合は、「B 無線 LANルーターのWPSボタンを使って接続する場合」または、「C手動で接続す
る場合」をお読みになり、接続する SSID を選択したうえで、設定を行ってください。

❶❶❶画面右下にある　 アイコンをクリックし、接続先一覧を表示します。
※ Windows 8.1の場合、右下にカーソルを移動して、チャームを表示し、［設定］　 をクリックします。
※ パソコン内蔵無線 LAN（Wi-Fi）はオフにしてください。本製品は「Wi-Fi2」と表示されます。数字
はご利用の環境により、異なる場合があります。

❶

一覧から接続先の SSID をクリックします。
※表示される SSID の名称や数は、ご使用の環境によって異なります。

※［ネットワークの場所の設定］画面が表示された場合、ご使用のネットワーク環境に合わせて設定
してください。

※PINコードの入力画面表示された場合、［代わりにセキュリティキーを使用して接続］をクリック
し、暗号化キーを入力して下さい。

※プリンターや TVなどのデバイスに自動接続をするか、確認画面が出た場合、　自宅やオフィス
など特定のネットワークに接続する場合は［はい］を選択します。外出先で公共の場所にあるネッ
トワークに接続する場合は「いいえ」を選択します。

❷

［接続］をクリックします。❸

    アイコンをクリックし、接続先の SSID に「接続済み」
と表示されていることを確認します。

❺

表示された画面の内容に合わせて、作業を進めます。❹
B 無線 LANルーターのWPSボタンを使って
接続する場合 

→ 無線 LANルーターのWPSボタンを押します。自動
的に無線 LANからの情報を取得します。

・WPS機能を利用する場合は、「セキュリティ キー」の
入力は不要です。

C 手動で設定する場合

→ 「セキュリティ キー」に無線 LANルーターに設定さ
れた暗号化キーを入力し、［次へ］をクリックします。

・暗号化キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線
LANルーターのメーカーや機種によって名称が異な
ります。
・エレコム製無線LANルーターをご使用の場合は、無
線LANルーターに付属の「かんたんセットアップシー
ト（設定情報シート）」で暗号化キーを確認できます。

無線 LANルーターがWPS機能に対応している場
合でも、タイミング等の問題でWPS機能が使えず
Cの画面が表示されることがあります。この場合
は、Cの説明をお読みください。

以上で、設定は完了です。 以上で、設定は完了です。

WPS ボタン

イラストはイメージ
です。実際にご使用
の機器のWPSボタ
ンを押してください。

WPS
ボタンを
押す

イラストはイメージ
です。実際にご使用
の機器のWPSボタ
ンを押してください。

WPS
ボタンを
押す

●ローミングの設定など
http://www.elecom.co.jp
/support/manual/

ユーザーズマニュアル（PDF版）製品情報 セットアップガイド
（Windows）（本紙）

セットアップガイド
（Mac OS X /macOS）（本紙裏面）



以上で、ドライバーのアンインストールは完了です。

2018年 11月 30日 第 1版

セットアップガイド（Mac OS X/macOS）
本製品（無線 LAN子機）を使って、インターネットに接続する手順を説明します。
別紙［製品情報］の［事前の準備（必ずお読みください）］、［安全にお使いいただくために］を
お読みになったうえで、作業を始めてください。※Windows設定については表面をご確認ください。

Step1 ドライバーのインストール /アンインストール（Mac OS X /macOS）

Step2 無線 LANルーターと接続する（Mac編）

ここではまだ本体をパソコンに接続しません。インストール

アンインストール

❶どちらかの方法でドライバーをインストールします。
❹  ［再起動］をクリックします。

❶本製品をパソコンのUSBポートに差し込みます。
本製品を差し込むと、自動的にセットアップが始まります。

❶本製品の裏側にあるWPSボタン
を約 2秒間押します。

❷「The Push Button Configuration 
(PCB) is performed」という画面が
表示されたら、無線 LANルーターの
WPSボタンを押します。

❸［OK］をクリックします。
異なるメッセージが表示された場合は、内容を確認し、WPS
接続をやり直してください。
・うまく接続できない場合は、「C手動で接続する場合」を
試してください。

❹デスクトップ画面上部のツール
バーのアイコンが電波のマークに
変わったら設定は完了です。

❷デスクトップ画面上部のツールバーに表示されたアイコンに、赤い×印が表
示されていないことを確認します。

❶本製品を取り外します。

❸いくつかの画面が表示されます。

❷ドライバーのインストー
ルの手順❶でダウンロー
ドしたフォルダ内の
「Uninstall」をダブルク
リックします。

❹「インストール」をクリックします。

❺「閉じる」をクリックします。

❷いくつかの画面が表示されます。

❸インストールをクリックします。

ダウンロードした「WDC-433DU2H2_Mac_XXX.zip」（XXXは数字）をダブ
ルクリックして解凍します。解凍後、フォルダー内にある「Installer.pkg」をダ
ブルクリックすると、インストールを開始します。
※ドライバーのダウンロードは「製品情報」の「ドライバーダウンロードページのご案内」をお読みく
ださい。

Webダウンロードからインストール

アプリケーションが何も実行されていないことを確認し、付属の
CD-ROMをドライブにセットします。
マウントされたCD-ROMのアイコンをダブルクリックし、フォ
ルダー内の「Installer.pkg」ファイルをダブルクリックします。

ドライバーCD-ROMからインストール
本製品の使用をやめる場合などで、ドライバーをアンインストールするには、次
の手順で行ってください。

A 本製品と無線 LANルーターのWPSボタンを使って接続する場合

B無線LANルーターのWPSボタンを使って接続する場合

C手動で接続する場合

無線 LANルーターが 5GHz・2.4GHz のデュアルバンド対応の場合
デュアルバンド対応の無線 LANルーターでWPS接続をする場合、本製品のユーティリティが無線 LANルー
ター側からのWPS信号を受信するタイミングによって、目的の SSID とWPS接続できない場合があります。
このような場合は、「B 無線 LANルーターのWPSボタンを使って接続する場合」または、「C手動で接続す
る場合」をお読みになり、接続する SSID を選択したうえで、設定を行ってください。

※無線 LANルーターがWPS機能に対応している場合でも、タイミング等の問題でWPS機能が
使えずCの画面が表示されることがあります。この場合は、Cの説明をお読みください。

以上で、設定は完了です。
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以上で、設定は完了です。

以上で、設定は完了です。

1「続ける」をクリックします。

2「続ける」をクリックします。

3「続ける」をクリックします。

4「同意する」をクリックします。

1「続ける」をクリックします。

2以下の画面が表示された場合は、インス
トール方法を選択し、「続ける」をクリック
します。

「ユーザ名」と「パスワード」の入力画面が表示されたとき
•現在ログイン中のアカウントのユー
ザ名とパスワードを入力し、［ソフト
ウェアをインストール］をクリック
します。
•右の画面が表示された場合は、 ［イン
ストールを続ける］をクリックします。

接続直後に以下の画面が表示されたとき
•［ネットワーク環境設定］をクリックします。
•「ネットワーク」画面で、そのまま［適用］をク
リックします。
•「ネットワーク」画面を閉じます。

以上で、ドライバーのインストールは完了です。
［Step2 無線 LANルーターと接続する（Mac編）］に進んでください。

本製品がパソコンに接続されていない状態 本製品がパソコンに接続されている状態

※パソコン内蔵無線 LAN（Wi-Fi）はオフにしてください。Wi-Fi のアイコンをクリックして「Wi-Fi
を切にする」をクリックします。

❶デスクトップ画面上部
のツールバーに表示さ
れたアイコンをクリッ
クして、表示された一覧
の中から「WPS」をクリックします。

❷無線 LANルーター
のWPSボタンを押
します。

❶デスクトップ画面上部の
ツールバーに表示されたア
イコンをクリックして表示
された一覧の中から接続先
の SSID をクリックします。

❸デスクトップ画面上部のツー
ルバーのアイコンが電波の
マークに変わったら設定は完
了です。

❷パスワード入力画面が表示されたら、暗号
化キーを入力し、［接続］をクリックします。

❺デスクトップ画面上部のツールバー
のアイコンが電波のマークに変わっ
たら設定は完了です。

❸［プッシュボタン］をクリックします。

❹［OK］をクリックします。
異なるメッセージが表示された場合は、内容を確認し、WPS
接続をやり直してください。
・うまく接続できない場合は、「C手動で接続する場合」を
試してください。

「機能拡張がブロックされました。」という画面が表示され
た場合
ドライバーのインストール中に、「機
能拡張がブロックされました。」と表
示された場合は、macOSの「システ
ム環境設定」－「セキュリティとプラ
イバシー」で「開発元”Realtek 
Semicinductor Corp”のシステムソ
フトウェアの読み込みがブロックさ
れました。」を「許可」にしてください。

WPS ボタン

イラストはイメージ
です。実際にご使用
の機器のWPSボタ
ンを押してください。

WPS
ボタンを
押す

イラストはイメージ
です。実際にご使用
の機器のWPSボタ
ンを押してください。

WPS
ボタンを
押す

・暗号化キーは、パスワード、パスフレーズ等、無線 LANルーターのメーカーや機種
によって名称が異なります。
・エレコム製無線 LANルーターをご使用の場合は、無線 LANルーターに付属の「か
んたんセットアップシート（設定情報シート）」で暗号化キーを確認できます。

➡

➡

「ユーザ名」と「パスワード」の入力画面が表示されたとき
現在ログイン中のアカウントのユー
ザ名とパスワードを入力し、［ソフト
ウェアをインストール］をクリックし
ます。
インストールと表示されますが、アンインストールの手
順になります。

※モザイク部分には本製品の型番
が入ります。

型番 : WDC-433DU2H2-B

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照して下さい。

●ローミングの設定など
http://www.elecom.co.jp
/support/manual/
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