
かんたんセットアップガイド
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「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。
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インターネット環境を準備する

本製品を無線ルーター（親機）の近くのコンセント
やモバイルバッテリーに接続します。

本製品が起動し、LEDランプが緑色と赤色の交互
にゆっくり点滅するのを待ちます。

親機をWPS動作状態にしてから2分以内に�
本製品のWPS/RESETボタンを2～ 3秒長押し
してWPSを動作状態にします。

本製品の LEDランプが赤点灯したら、接続完了です。

サポートページのご案内
「配線がわからない !?」「プロバイ
ダーってなに !?」「設定できない !!」な
ど、疑問やトラブル対処方法などをご
覧いただくことができます。QRコー
ドを読み込んでアクセスしてください。

型番：�WTC-1167USシリーズ
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594×420mm

本製品を使用しない状態でインターネットに接続できる環境をご用意ください。

��ご利用中の親機の近くで子機をWi-FI 接続し、問題なくインターネットに接続できる

�インターネット回線やプロバイダーとの契約を完了している

WPSモード作動中は、LEDランプが赤点滅します。

利用中のルーター
親機のWPSボタンなどを押して、WPSを動作
状態にします。

WPS

●	 WPSボタンの位置は各ルーター機
器の取扱説明書をご参照ください。

●	 WPS 接続モードの開始方法はルー
ター機器により異なります。

	 詳しくは各ルーターの取扱説明書
をご覧ください。

●	最初の接続設定は親機の近くでおこないます。
設定完了後、本製品を最適な場所に設置します。

●	親機にWPSボタンがない場合は、設定画面に
アクセスし、手動で接続します。

	 裏面の「■	手動で本製品を親機に接続する方法」
の手順で接続した後、STEP3に進んでください。

MEMO

接続完了後、本製品の SSIDとパスワードは親機と同じものに
切り替わります。

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

USB AC 充電器（別売）

●	コンセントに差し込む場合は、USB	AC充電器（別売）※が必要になります。
●	 モバイルバッテリーで給電する場合、3000mAhの容量で約2時間使

用できます。

●	 本製品のWPSボタンを押してから2分以上経過しても、LEDランプが緑と
赤にゆっくり点滅している場合は、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ときは、裏面の「■	手動で本製品を親機に接
続する方法」の手順で設定を行ってください。

●	 設定した場所と親機との距離によっては、設定完了後の LEDランプの色が異
なる場合があります。詳しくはSTEP3 の	❷	をご確認ください。

STEP1

STEP 2

「らくらくコントロール」アプリをダウンロードし、
インストールします。

Webブラウザー (Safari、Chrome、Microsoft�
Edge、Internet�Explorer) を起動し、本製品に割
り振られている IPアドレスを入力します。
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■ 設定画面にログインする方法

■ 本製品を使ってインターネットに接続する

「らくらくコントロール」アプリを
タップし、起動します。

本製品名（WTC-1167US）欄にある「＞」ー「設
定画面へ移動」を順にタップし、設定画面を開きます。

初期設定のログイン名とパスワードでログインします。

初期設定のログイン名とパスワードでログインします。
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らくコン

初期設定のログイン名：	admin
初期設定のパスワード：	ランダムな英数字
	 （かんたんセットアップシートに記載）

初期設定のログイン名：	admin
初期設定のパスワード：	ランダムな英数字
	 （かんたんセットアップシートに記載）

本製品の名称が表示されない場合は、親機の SSIDでWi-Fi 接
続されているか確認してください。

本製品に割り振られた IPアドレスは、ご使用中のルーターなどか
ら確認してください。

設定画面の詳細については、ユーザーズマニュアル（PDF版）
をご参照ください。

本製品の LEDランプで最適な設置場所を確認します。2
設置場所 LEDランプ

〇 緑点灯 本製品が最も効果的な場所に設置されています。
このままご利用ください。

△ 赤点灯
本製品と親機の距離が近すぎるため、子機側の通信速度の改善が見
られないかもしれません。可能であれば LEDランプが緑色になる場
所まで離して設置してください。

× 緑・赤が交互に	
すばやく点滅

本製品と親機の距離が離れすぎているため、子機側の通信速度の改
善が見込めません。LEDランプが緑色になる場所まで本製品を近づ
けてください。

圏外 緑・赤が交互に	
ゆっくり点滅

親機と本製品が接続できていません。
本製品をより親機に近い場所に移動してください。

パソコンの場合

モバイルバッテリーの場合電源タップの場合

本製品とお手持ちの端末をWi-Fi 接続します。3
さらに詳細な設定を行いたい場合、以下の「管理画面にログインする方法」から管理画面にアクセスしてください。
詳しくは、PDF版「ユーザーズマニュアル」をお読みください。
※ユーザーズマニュアルは、エレコムホームページからダウンロードしてください。(http://www.elecom.co.jp/support/manual/)

STEP 3

http://app.elecom.co.jp/easyctrl/index.html

以下のページにあるリンクからGoogle	Playまた
はApp	Storeのページに移動してインストールす
ることができます。

●	 1 階の親機から3階の寝室に電波が届かない場合
	 → 2 階の廊下に設置。
●	 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。
	 ※		本製品は防水使用ではありません。水が掛から

ない場所に設置してください。

本製品

親機
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2F

設置例本製品を使用せず、親機と子機を直接接続したときに、�
つながりにくくなる地点の中間付近に設置します。
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＜本体の設置方法＞
●	 本体は縦向きにして使用してください。
●	 設置面を除き、本製品の上 5cm、前後左右

5cm以内に、物を置かないでください。
●	 本製品をテレビなど、ノイズの発生する可能性が

ある機器のすぐそばに設置しないでください。

上記の設置方法が守られないと、正常に動作しな
かったり、本体に熱がこもって故障の原因になる恐
れがあります。

5V1A以上の出力の充電器をご利用ください。
出力が足りない場合、正常に動作しなかったり、
本製品の故障の原因になる恐れがあります。

重要

重要

●�本製品を使ってインターネットに接続する
●�手動で本製品を親機に接続する方法
●�設定画面にログインする方法
●�FAQ�など

かんたんセットアップガイド（本書）
●��製品情報
●�サポートについて
など

製品情報

●�詳細設定について
●�ファームウェアのアップデート方法
など

ユーザーズマニュアル（PDF版）

WPS ボタンで本製品と親機を Wi-Fi 接続する

本製品を設置する

2 ～ 3 秒押し、LED ランプが
赤く点滅したら離す

1

モバイル端末（スマートフォン・タブレット）の場合

モデム（ONU、CTU）

親機（無線ルーターなど）

http://www.elecom.co.jp/support/manual/



■ FAQ■ 手動で本製品を親機に接続する方法
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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
続します。
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。

2 お使いの端末でWebブラウザー (Safari、
Chrome、Microsoft�Edge、Internet�Explorer)
を起動し、本製品の IPアドレス「192.168.3.252」
を入力し、ページを表示します。

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） 64bit ／ 128bit

WPA/WPA2 暗号スイート
（暗号化方式が WPA/WPA2 のとき） TKIP ／ AES

キーの種類 文字列（ASCII ／パスフレーズ）
／16進数（Hex）

暗号化キー

Q2
A

無線 LAN からインターネットに 
接続できない
以下のことを確認してください。
①	 設定後、すぐにはつながらない場合があります。
	 2 ～ 3分ほどお待ちいただき、再度お試しください。
②	 	本製品の LEDランプが緑・赤交互にゆっくり点滅している（圏外）
場合

	 本製品を障害物がない場所や、より親機に近い場所へ移動して
ください。

③	 	特定の子機（スマートフォンなど）のみがインターネットに接続
できない場合

	 子機側に問題がある可能性があります。
	 子機側の説明書などを確認し、正しい設定を行ってください。
	 ＜子機側の無線機能をオフにしている場合＞
	 無線機能をオンに変更してください。
	 ＜子機側の IPアドレスが「手動」になっている場合＞
	 「自動取得」に変更してください
④	 	すべての子機（スマートフォンなど）がインターネットに接続で
きない場合	

	 親機（無線ルーターなど）あるいは本製品に問題があるため、
原因の切り分けが必要です。

	 まずは、本製品の電源を落とした後、親機のそばに移動して、
インターネットに接続できるか確認してください。

	 ＜親機の近くでも接続できない場合＞
	 親機側に問題がある可能性があります。親機側の説明書などを

確認し、正しい設定を行ってください。
	 ・親機の設定を変更した場合
	 　	本紙表面の STEP1～ 3を確認して、再度本製品の設定を行っ

てください。
	 ・親機が（不）特定機の接続を許可しない設定の場合
	 　親機側の説明書などを確認し、設定を解除してください。
	 ＜親機に近づくと接続できる場合＞
	 本製品に問題がある可能性があります。本紙の表面の STEP1

～ 3を確認し、正しい設定を行ってください。

Q3
A

初期状態の SSID と暗号化キーがわからない

本製品の背面に貼り付けてある暗号化キーラベル、および付属か
んたんセットアップシートにて、SSIDと暗号化キーを確認できます。

Q5
A

親機と中継器を接続したら、中継器の
SSID で接続できなくなった
親機との接続設定を行うと、中継器の SSIDは親機と同じSSIDにな
ります。親機の SSIDとセキュリティ設定で接続してください。

Q6
A

電波は届いているのに、無線接続が切れる

使用中のチャンネルが他の無線機器と干渉している可能性がありま
す。親機の電源を入れ直してください。電源を入れ直すことでチャ
ンネルが変更される場合があります。入れ直しても変わらない場合
は、親機の設定変更を行い、チャンネルを手動で変更してください。

Q7
A

Web ブラウザー上で、
設定画面が表示されない
以下のことを確認してください。
①	 本製品と端末が正常に無線接続できていない場合があります。
	 本製品のそばに端末を移動してから、再度お試しください。
②	 	親機と本製品がWi-Fi 接続している場合は、親機側からIPアドレス

が割り当てられますので、スマートフォン用アプリ「らくらくコントロー
ル」をご利用してアクセスしてください。「らくらくコントロール」に
ついては、本紙表面「管理画面にログインする方法」をお読みくだ
さい。

Q8
A

WPS 機能を使用したら、今まで無線 LAN で
接続できていたパソコンがつながらなくなった
今まで使用してきたパソコンの無線アダプターが「WPS」機能に対
応している場合は、ご使用の親機のWPS 機能を使用して再接続し
てください。本製品のWPS機能は「親機と本製品」の接続に用い
る機能です。
WPS 機能に対応していない場合は、接続するすべての無線アダプ
ターに対して、WPS 機能を使用せずに、手動にて親機と接続する
ための無線 LAN設定を行ってください。
※	 	本製品が親機と無線接続できている状態であれば、親機に対す

る無線接続設定が完了している状態の子機は、本製品に自動的
に接続可能です。

Q9
A

パソコンの内蔵無線 LAN で本製品に接続
すると、〈資格情報入力〉画面が表示され、
接続できない

OS 標準の無線設定を利用している場合、〈ワイヤレス	ネットワー
クのプロパティ〉画面の【認証】タブにある「このネットワークで
IEEE802.1x 認証を有効にする」のチェックボックスがオンになって
いる可能性があります。確認のうえ、オンになっている場合はオフ
に変更してください。

Q10
A

本製品が使用する無線の電波は、 
他の無線機器と干渉したりしますか？

本製品を2.4GHz 帯で使用する場合、他の 2.4GHz 帯を使用する
無線機器で干渉する可能性があります。そのため、Bluetooth製品、
ワイヤレスマウス/キーボード、電子レンジなどと同時利用する場合、
速度低下や無線通信不良の原因になることがあります。また、使用
中のチャンネルに近いチャンネルを使用する無線アクセスポイントま
たは無線ルーターが近隣にあると干渉する可能性があります。この
場合はchを3ch 以上離すことで改善することができます。

Q11
A

本製品を工場出荷時の状態に戻す方法を 
知りたい

電源が入った状態で、側面にあるWPS ／ RESETボタンを LEDラ
ンプがすばやく緑点滅するまで10秒間長押しします。本製品に設
定したすべての内容が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。
ボタンの位置については、別紙「製品情報」の「各部の名称とはたらき」
を参照してください。

ログインすると、本製品が接続可能な機器の一覧
が表示されますので、親機の SSIDにチェック（●）
を入れて、「次へ」をクリックします。

4

「接続設定」画面が表示されますので、�
親機の暗号化キーを入力して「次へ」をクリックします。5

設定反映の処理後、「設定が完了しました。」と�
表示されたら設定は完了です。
画面に表示されているSSIDと親機の暗号化キーで本製品に接続するこ
とができます。
以上で設定完了となりますので、画面を閉じてインターネット接続をご
確認ください。
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●	 初期設定の時点では5GHzと2.4GHz の SSIDは共通の値になりま
す。5GHzと2.4GHz で SSIDを分けたい場合は、再度管理画面へ
ログインして設定を変更してください。詳しくは、PDF版「ユーザー
ズマニュアル」をお読みください。

	 ※	ユーザーズマニュアルは、エレコムホームページからダウンロード
してください。(http://www.elecom.co.jp/support/manual/)

1 本製品とご使用中の端末をWi-FI 接続します。

3 初期設定のログイン名とパスワードでログインします。
初期設定のログイン名：	admin
初期設定のパスワード：	ランダムな英数字
	 （かんたんセットアップシートに記載）

Q1
A

インターネットに接続できない

インターネットに接続できない原因はさまざまなことが考えられます。
「えれさぽ」サイトを参考
にして、操作をやり直し
てください。

Q4 本体に記載されている暗号化キーを 
入力しても、うまく接続できない
暗号化キーを入力しても接続できない場合、入力した文字が間違ってい
る可能性があります。以下の点に注意して、もう一度入力してください。
●	 キーは、半角英数字 13文字です。
●	 アルファベットの大文字と小文字が区別されます。
●	 本製品の初期値では、以下の英数字の小文字のみを使用してい

ます。

A

暗号化キー使用文字 23456789acdefhijkmnprtuvwxy

「設定が保存されました。」と表示されますので、�
「適用」をクリックします。6

■�Android の場合
①	「設定」画面から「Wi-Fi」を	
タップします。

②	 本製品のSSIDを選択し、暗号化キーを入力して接続します。
本製品の SSIDと暗号化キーは付属の「かんたんセットアップシート
（初期値）」に記載されています。

右図のように表示されていれば
接続完了です。

①	 デスクトップ右上の「無線アイコン」をクリックします。

SSID の前にチェックが
表示されていれば接続完了です。

②	 本製品のSSIDを選択し、暗号化キーを入力して接続します。
本製品の SSIDと暗号化キーは付属の「かんたんセットアップシート
（初期値）」に記載されています。

■�macOS/Mac�OS�X の場合

■�Windows�10S/10/8.1/7 の場合
①	 デスクトップ右下の「無線アイコン」をクリックします。

※	 Windows	8.1 の場合は、デスクトップ画面に切り
替えてください。

※	 画面例は、Windows	10で説明しています。
②	 本製品のSSIDを選択し、暗号化キーを入力して接続します。

本製品の SSIDと暗号化キーは付属の「かんたんセットアップシート
（初期値）」に記載されています。

右図のように表示されていれば
接続完了です。

■�iOS 場合

SSID の前にチェックが
表示されていれば接続完了です。

①	 ホーム画面の「設定」アイコンを
タップし、さらに「Wi-Fi」をタッ
プします。

②	 本製品の SSIDを選択し、暗号化キーを入力して接続します。
本製品の SSIDと暗号化キーは付属の「かんたんセットアップシート
（初期値）」に記載されています。


