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5 パソコンのWebブラウザ（Internet ExplorerやChrome、Safari
など）を起動して、アドレス欄にIPアドレス「192.168.2.251」を入力
して[Enter]キーを押します。

次のページへ続く

192.168.2.251

確認したSSIDで無線接続を行います。

※他のOSの場合やメーカー独自の無線LAN設定ユーティリティーが存在する場合は、無線LAN子機や
ご使用のパソコンの説明書をお読みください。

②[セキュリティーキー]欄に本製品の
暗号キーを入力して[OK]をクリック
します。PINコードの入力画面が表
示された場合は、「代わりにセキュリ
ティーキーを入力して接続」をクリッ
クして暗号キーを入力してください。

●Windows 8/8.1の場合
①[設定]内にある無線アイコンを　　
クリックし、表示された一覧から　
本製品のSSIDを選択して[接続]を
クリックします。

②本製品の暗号キーを入力して[次へ]
をクリックします。共有機能は「はい」
または「いいえ」どちらかを選択してく
ださい。

●Windows 7の場合
①画面右下にある　  アイコンを　　
クリックして、表示された一覧から　
本製品のSSIDを選択して[接続]を
クリックします。

クリック

クリック

クリック

クリック

接続の準備をしましょう
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STEP 1STEP 1

2 3まずは、ご利用の親機の近くで親機と子機を直接Wi-Fi
接続させ、問題なくインターネット接続できることを
確認してください。

まずは、ご自宅に本製品を介さずともインターネットができる環境をご用意ください。
●インターネット回線やプロバイダーとの契約完了
●親機（無線ルーターやアクセスポイント）の設置ならびに子機（スマートフォンやパソコン）とのWi-Fi接続設定完了

WPSボタンが［ある］とき
　➡STEP3 「WPSボタンで親機に接続する」に
　　進みます。

WPSボタンが［ない］とき
　➡STEP5 「手動設定で親機に接続する」に進みます。

ご利用の親機に、WPSボタンがあるか確認
してください。不明な場合は、
親機の取扱説明書などをご確認ください。

モデム
（ONU、CTU）

親機
（無線ルーターなど）

5GHzへの切り替えを行うSTEP 2STEP 2
●最初の設定を行う際は、親機の近く、同じ室内などで行ってください。
設定完了後、設置場所へ移動させてください。

●5GHzへの切り替えは、2.4GHzでの無線接続が可能なPCなどで
設定を行ってください。

●スマートフォンで「管理画面にログインする方法」はかんたん
　セットアップガイド（2.4GHz編）を参照ください。

※中継器が親機と接続している場合や、以前に接続設定を行ったことが
ある場合は、接続するSSIDとログインする為のIPアドレスが異なります。
その場合は、本製品の詳細な機能や設定方法を記載した「ユーザーズマニュアル」を
ご参照ください。
「ユーザーズマニュアル」は、エレコム ホームページよりダウンロードしてください。 
http://www.elecom.co.jp/support/download

中継させる電波を決めます。
5GHz➡STEP2へ進みます。
本製品の無線の初期値は2.4GHzです。
STEP2で、無線の電波を5GHzに切り替え、
中継の設定を行います。

2.4GHzまたはどちらか分からない場合
➡かんたんセットアップガイド
　（2.4GHz編）を参照ください。

かんたんセットアップガイド
WRC-733FEBK-R

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

本製品（無線LAN中継器）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
P2「安全にお使いいただくために」をお読みになったうえで、作業をはじめてください。

・アクセスポイントモード利用する場合はユーザーズマニュアルご参照ください。
 「ユーザーズマニュアル」は、エレコム ホームページよりダウンロードしてください。
 → http://www.elecom.co.jp/support/download

●2.4GHz編
●5GHz編
　本マニュアルをお読みください。

親機の電波を中継させる
●サポートへご連絡する前に
　別紙「製品情報」をお読みください。
●サポートについて
　本マニュアルのP4をお読みください。

製品情報/FAQ（困ったときは）5GHz編

2 製品を無線ルーター（親機）近くのコンセントに接続します。

親機
（無線ルーターなど）

約3m
以内 AC

アダプタ

コンセント

3 PWRランプが青点灯するまで待ちます。

PWRランプ
：点灯

1 本製品の同梱の設定
情報シートを参照に、
SSIDと暗号キーを
確認します。

□無線LAN中継器本体 1台
□製品情報 1枚

1台
1本

1枚

1枚

□かんたんセットアップガイド（2.4GHz編） 
1枚□かんたんセットアップガイド（5GHz編） （本マニュアル）

□設定情報シート  
□イカロス モバイルセキュリティ for Android 無償90日版ご案内

□ACアダプター
□LANケーブル（1m）  1枚

はじめに確認しましょう！
パッケージの内容を確認します。

<管理画面へのアクセス方法>

2.4G SSID elecom2g-1234ab

※暗号方式/暗号キーは全SSID共通です。

WPA/WPA2 AES

IPアドレス 192.168.2.1 MACアドレス
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WPSボタンで親機に接続するSTEP 3STEP 3

本製品を設置するSTEP 4STEP 4
1 2本製品を任意の場所にあるコンセントに接続します。 本製品をコンセントに接続してから数分待ち、5GHzの有効になっている

どちらかの帯域のランプの点灯で電波強度を確認します。

任意の場所とは、「本製品を使用せ
ず、親機（無線ルーターなど）と子
機（スマートフォンなど）を直接つ
なげてインターネットをした際に、
つながらない・つながりにくい場所
の[中間付近]の地点」をさします。

〈良い例〉
1階の親機から2階の書斎に電波が届かない場合
1階と2階につながる階段付近に設置。
居間の親機からお風呂場に電波が届かない場合
お風呂の手前にある洗面所に設置。

以上で、本製品の設定は完了です。

これまでつながりにくい・つながらなかった場所でインターネットに接続で
きるか確認してください。
設置後もインターネットが繋がりにくい場合
現在接続しているコンセントよりも、親機（無線ルーターなど）が
設置されている場所に近いコンセントに本製品を接続し直してください。

①ユーザー名に半角英字で「admin」を入力
②パスワードに半角英字で「admin」を入力
③「ログイン」をクリック

以上で管理画面が表示されます。

6 下記内容を入力してください。

設定画面にログインできない場合は、以下をご確認ください。
・入力したユーザー名、パスワードの文字に間違いが無いか、確認してください。
・ご使用のパソコン等が本製品のSSIDに無線接続しているか、確認してください。
・本製品のSSIDが検出できない場合は、親機のSSIDに接続してお試しください。
・ブラウザに入力するIPアドレスを、別のIPアドレスでお試しください。
例）親機のIPアドレスが「192.168.3.1」の場合
　  →「192.168.3.251」をお試しください。

詳しくは、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

①
②

①
②

③③

親機と接続している場合
　→親機のSSIDに接続した状態で、Webブラウザを開き、アドレス欄に下記の例を参
考にしたIPアドレスを入力してください。

　　例）親機のIPアドレスが「192.168.3.1」の場合、
　　　 →入力するIPアドレス「192.168.3.251」

親機のWPSランプが点滅するまで、
親機のWPSボタンを長押しします。（２～３秒）

ご注意：
ご利用の親機によって、操作が異なる場合があります。
詳しくは、親機の取扱説明書をご覧ください。

1 設置場所へ移動するため、本製品をコンセントから抜いて、STEP4「本製品を設
置する」へ進んでください。

本製品のWPSボタンを押してから、2分以上経過しても5GHzランプが
点灯しない場合は接続が確立していません。
再度繰り返しても接続できない時は、STEP5「手動設定で親機に接続する」に
進んで手動で設定を行ってください。

INFOランプ又はWPSランプが赤点滅している場合は、本製品をコンセントか
ら抜かないでください。本製品が故障する恐れがあります。PWRランプだけが
青く点灯している状態、もしくは2.4GHzWLANランプ又は5GHzWLANラン
プと、PWRランプが青く点灯してる状態であることを確認して、コンセントから
抜いてください。

以上で、親機との接続は完了です。

9 約1分後、接続していたSSIDの無線が　
切断されます。管理画面を閉じて、
無線検索の中に本製品の裏面に
書かれている５GHｚのSSIDが
表示されていれば、変更の完了です。

※5GHzから2.4GHzに戻す場合は、手順8で
「2.4GHz」を選択してください。このときは、
2.4GHzのSSIDが表示されていれば、変更
の完了です。

7 管理画面が表示されたら、左にあるメニューから「無線設定」→
「基本設定」をクリックします。

クリック

8 使用無線帯域から５GHｚをクリックします。使用する帯域を
選択したら、「適用」ボタンをクリックします。

親機

本製品

AC
アダプタ

AC
コンセント

Push!

本製品のWPSランプが
赤点滅するまで本製品
のWPSボタンを長押し
します。（２～３秒）

2 Push!

点灯：該当する帯域を使用する無線親機と接続中です。
点滅：該当する帯域を使用する無線親機と接続を開始して10秒以内の状態です。
消灯：該当する帯域を使用する無線親機がない状態です。

点灯状態 状　　態

※本製品は防水仕様ではありません。水が掛からない場所に設置してください。

接続が確立すると、5GHzWLANランプが点灯します。3

PCスマートフォン

①クリック
②クリック

WPSボタンが［ある］とき
　➡STEP3 「WPSボタンで親機に接続する」に進みます。

WPSボタンが［ない］とき
　➡STEP5 「手動設定で親機に接続する」に進みます。
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手動設定で親機に接続するSTEP STEP 55

1 管理画面にログインします。
（P1のSTEP2-　 ～ 　の手順を参照）

2 管理画面が表示されたら、左上にあるメニューから
「接続ウィザード」をクリックします。

4 確認した親機のSSIDと同じSSIDをリストから探し出し、該当する
SSIDにチェック（●）を入れて、「次へ」ボタンをクリックします。

6

以上で、親機との接続は完了です。

メモ：
・ 該当するSSIDが表示されない場合は、「再検索」ボタンをクリックしてください。
再検索してもSSIDが表示されない場合は、親機の電源が入っているか、メモ
したSSIDに誤りがないか確認してください。
・ 親機側の設定で、SSIDの通知を無効（SSIDステルスやANY接続拒否など）に
している場合は、「手動検索」のボックスにメモしたSSIDを直接入力してから
「再検索」ボタンをクリックしてください。
・ エラーが表示される場合は、手順1から再度やり直してください。

親機（無線ルーターなど）がWPS機能に対応していない場合や、WPS
ボタンでうまく接続できなかった場合は、手動で親機に接続してください。

メモ：
設定する前に親機の以下の設定内容を確認して、メモしておいてください。
SSID
チャンネル
暗号化方式：WEP/WPA/WPA2
キーの長さ（暗号化方式がWEPのとき）：64-bit/128-bit
WPA/WPA2暗号スイート（暗号化方式がWPA/WPA2のき）：TKIP/AES
キーの種類：文字列（ASCII・パスフレーズ/16進数（Hex）
暗号キー

3 接続設定画面が表示されたら、「検索」ボタンをクリックします。

ファームウェア更新方法

1 管理画面にログインします。
親機のSSIDに接続した状態で、Webブラウザを開き、アドレス欄に下記の
例を参考にしたIPアドレスを入力してください。
例）親機のIPアドレスが「192.168.3.1」の場合
　 → 入力するIPアドレス「192.168.3.251」

2 管理画面が表示されたら、左にあるメニューから
「システム設定」➡「ファームウェア更新」➡「手動更新」を
クリックします。

本製品のファームウェアを更新することで、新しい機能を追加したり、操作を改善
することができます。セキュリティー向上のためにも、本製品を最新ファームウェア
でご利用頂くことをおすすめします。

ステータス画面が表示されれば、設定は完了です。

3「更新ファイルの確認」をクリックします。

メモ：
「自動更新」を「有効」に設定しておくと、更新ファイルがある場合にLEDランプ
などによる通知や自動更新が行えます。

❶ ［オンライン更新（アップデート）］で 更新ファイル確認 をクリックします。
❷ 最新のファームウェアがあるかメッセージが表示されます。
最新ファームウェアがある場合は、 更新する をクリックします。
すでに最新の場合は、 戻る をクリックします。

❸ 案内メッセージが表示されます。 OK をクリックします。
❹ 更新作業が始まります。更新が完了するまで、本製品の電源をオフにしな
いでください。

❺ 正常にアップデートが完了すると、設定ユーティリティへのログイン画面
が表示されます。

❻ 「FWのアップデートが完了しました！！」と表示されます。Webブラウザ
画面を閉じます。

「更新ファイル確認」は親機と接続している必要があります。

1

5 メモした親機の設定内容に合わせて入力し、
「適用」ボタンをクリックします。

クリック

クリック

6 「更新」をクリックして、設定を有効にします。
接続が確立すると、5GHzWLANランプが点灯します。

クリック

①チェック

②クリック

①入力する

②クリック
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あらかじめ以下のことを、わかる範囲でお調べください。

　

③ご契約の回線種別　　□PPPoE接続　　□DHCP接続

サポートダイヤル（無償電話サポート）

お電話の前に…

①ご契約プロバイダー名
※NTT東日本・NTT西日本の場合は、電話会社とプロバイダー名をお調べください。

②サービス名（例：フレッツ光ネクスト）

TEL：0570−050−060（ナビダイヤル） ※夏期、年末年始特定休業日を除く　※技術料、相談料は無償です。通話料のみご負担ください。　受付時間：月～土（祝祭日営業）　10 00～19 00
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