
かんたんセットアップガイド
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。

WRC-1167GEBK-S

本製品（無線ルーター）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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パッケージの
内容を確認しよう

本製品の用途（モード）
を確認しよう

本製品（ルーター）を設置しよう

接続の準備をしよう

無線ルーター本体
スタンド
ACアダプター
LANケーブル（約1m）

1台
1個
1個
1本

かんたんセットアップシート（初期値）
かんたんセットアップガイド（本紙）
製品情報

1枚
1枚
1枚

作業の前に確認しましょう。 ご利用中の回線をいったん
オフにします。
①終端装置（ケーブルテレビモデム、ONU、
CTU、ADSL）の電源を切ります。

②パソコンと終端装置を接続したLANケーブル
を外します。

※ご契約の回線によっては、1時間以上おいておく必要があります。

Check 2

Check 3

●インターネットサービスの契約が完了し、サービスが開始されていることを確認します。
●プロバイダーからの書類を用意します。

●すでに終端装置とパソコンが接続されている場合

●すでに使用中の有線/無線ルーターから「お乗り換え」の場合の確認事項

ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザーIDとパスワードを設定する必要があります。あらかじめ、
プロバイダーから提供された書類に、これらの記述がないかご確認のうえ、ご用意ください。

本製品をインターネットのプロバイダ会社（ISP）から提供されたモデムなどに接続し、ご家庭内や職場などで複数のPCやタブ
レット、スマートフォンやゲーム機などがインターネットに接続できる「ルーターモード」で設定を行います。
「AP（アクセスポイント）モード」、「子機モード」、「中継器モード」に設定する場合は、エレコムホームページ
（http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html）からダウンロードしたPDF版「ユーザーズマニュアル」を参照
して、モード変更を行ってください。

すでにルーターを使わずにインターネットに接続している場合は、現在
の環境でパソコンからインターネットに接続できているか確認します。

①終端装置の電源ケーブルを接続します。
　電源スイッチがある場合は、
　スイッチをオンにします。

②本製品の付属の
　ACアダプターを
　接続します。

イラストを参考に、各機器を配線します。

・ご使用中のルーターの設定プログラム（アプリケーション）は、すべて削除します。
・ルーターをご使用でない場合でも、すでにインターネットをご利用の場合、パソコンに「接続ツール」等の
プログラムがインストールされてる場合があります。これらはすべて削除してください。

※プロバイダーにより、認証ID/ユーザー名、認証パスワードなど、名称が異なります。

※ご不明な点がある場合は、お手持ちのルーターのメーカーにお問い合わせください。
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機器を接続します。
モデム等のランプおよび本製品のランプが正しく点灯していることを
確認します。

ランプの点灯状態を確認します。

1

終端装置と本製品の電源を入れます。2

2

3

ケーブルテレビモデムの場合、
そのまま10分以上おいてください。

Check 1

インターネット
接続中

終端装置
（ケーブルテレビモデム、ONU、CTU、ADSL）

終端装置
（ケーブルテレビモデム、
ONU、CTU、ADSL）

パソコン

パソコン

①電源をオフにする

②LANケーブルをはずす

終端装置
（ケーブルテレビモデム、
ONU、CTU、ADSL）

背面

背面

LANケーブル

AC
コンセントヘ

ACアダプター

INTERNETポート（青色）

①ACコンセントヘ
②

POWER：点灯

INTERNET：
点灯または点滅

背面

インターネットに接続する
本マニュアルからお読みください。

製品情報/サポートについて
●別紙「製品情報」をお読みください。

［ -S ］シリーズ

※ユーザーズマニュアルのダウンロード手順は裏面参照。

・管理画面にログインする方法
・AP（アクセスポイント）モード/中継器モード/
  子機モードで利用する方法
・こどもネットタイマー２を利用する方法
・ファームウェアのアップデートの方法 など

ユーザーズマニュアル（ダウンロード版PDF）には、
本製品の操作方法が説明されています。

・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近くに
設置しないでください。

※下記に記載した設置方法を必ず守り、正しくお使いください。
・本製品を壁や棚の間にはさみ込まず、風通しの良い場所に設置してください。
・モデムや終端装置などのネットワーク機器と重ね置きはしないでください。
・スタンドは本体に固定されません。ケーブル類を本体に接続したあと、スタンドに設置してください。
・本製品が動作している状態での転落や、ケーブル類の引き抜けは故障・データ消失の原因となるため、本体が安定
するように必ず付属のスタンドにセットした上で、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

◆スタンドの使用方法 ◆本体の設置方法

5cm

5cm

5cm

5cm

5cm

・LEDランプがある側を前方に
します。
・イラストを参考に本体の後方
が、付属のスタンドにぴったり
収まるようにセットします。

・LEDランプがある側を前方に
  します。
・本体を付属のスタンドに中央後
方に載せるように置いて、本体
がぐらつかないようにます。

換気が悪くなると本体に
熱がこもり、故障の原因
となります。

注意

たて置き よこ置き
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SSIDの前にチェックが
表示されていれば接続完了です。

XXXXXX

手順　  で無線接続が完了すると、自動的にWebブラウザが起動して「かんたんセットアップ2」
の画面が表示されます。下記の手順に従って、本製品を「ルーターモード」に設定します。
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本製品に無線接続しよう

本製品をルーターモードに設定しよう

インターネットに接続し、ユーザーズマニュアルをダウンロードしよう

1

2

「 　 本製品をルーターモードに設定しよう」の手順　 の画面が表示されます。6 1

3-A

1 2

3-B 3-C

本製品に無線接続するには、同梱の「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の無線設定情報を入力します。
お手元に「かんたんセットアップシート（初期値）」をご用意ください。
操作手順は、お使いのパソコン、タブレット端末およびスマートフォンによって異なります。

Webブラウザーを起動し、弊社ホームページから「ユーザーズマニュアル」（PDF）をダウンロードしてください。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html

Windows 10/8.1/7 Mac OS X iOSAndroid

本製品の管理画面に
ログインするための
「パスワード」を入力
し、［適用］をクリック
（タップ）します。

［自動設定］をクリック（タップ）
します。

「ユーザー名」と「パスワード」
を入力し、［次へ］をクリック
（タップ）します。
●ここでの「ユーザー名」と「パスワー
ド」は、ご契約のプロバイダー様か
ら提供されているインターネット
接続用の認証ID・認証パスワード
を入力します。プロバイダー様によ
り名称が異なる場合があります。

画面の各項目を入力し、［次へ］
をクリック（タップ）します。
●ご契約のプロバイダー様から固
定IPアドレスの指定があった場合
のみ、プロバイダー様からの情報
を各項目に入力してください。

●パスワードは初期設定され
ていませんので、ご自身で
「パスワード」を決めて入力
してください。
　設定したパスワードは忘れな
いように「かんたんセットアッ
プシート（初期値）」にメモし
て大切に保管してください。

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX
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デスクトップ右下の「無線アイコン」を
クリックします。

「かんたんセットアップシート（初期値）」
に記載の「SSID（無線名）」を一覧から
選択し、［接続］をクリックします。

「かんたんセットアップシート（初期値）」に
記載の「暗号化キー（全SSID共通）」を入力
し、［次へ］または［OK］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。

デスクトップ右上の「無線アイコン」を
クリックし、一覧から「かんたんセット
アップシート（初期値）」に記載の
「SSID（無線名）」をクリックします。

1 ホーム画面の「設定」アイコンをタップ
します。1 画面上部から下にスワイプし、表示さ

れたメニューから「設定」アイコンを
タップします。

2 「Wi-Fi」をタップし、「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の
「SSID（無線名）」をタップします。

3 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「暗号化キー（全SSID共
通）」を入力し、［接続］をタップします。

2 「Wi-Fi」をタップし、「かんたんセットアップ
シート（初期値）」に記載の「SSID（無線名）」
をタップします。

3 「かんたんセットアップシート（初期値）」に記載の「暗号化キー（全SSID共通）」を
入力し、［接続］をタップします。
※端末のiOSバーションにより画面が異なる場
合があります。

「かんたんセットアップシート（初期値）」
に記載の「暗号化キー（全SSID共通）」を
入力し、［接続］をクリックします。

※Wi-Fiが切になっている場合は、「Wi-Fiを入
にする」をクリックします。

上記の画面が表示されたら、インターネットへの接続は完了です。

http://192.168.2.1/wizard.html

※左記の作業を行っても設定画面が表示されない
場合は、手順    をもう一度行っていただくか、
ルーターのリセットを行ってください。リセットは
本体背面のリセットボタンを10秒以上長押しして
ください。

例：型番が「WRC-1167GEBK-S」の場合

本体底面

表示された画面の「型番で検索」の型番欄に
「WRC-1167GEBK-S」と入力し、
［検索］をクリック（タップ）します。

型番の調べ方

XXXXXX
XXXXXX

自動で「かんたんセットアップ2」画面が表示されない場合は、
右記のURLをWebブラウザーのアドレス欄に入力するか、右記のQRコードをご利用ください。
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かんたんセットアップ
シート（初期値） 〈ルーター管理画面アクセス情報〉

〈ルーターWAN側情報〉

IPアドレス
パスワード
（任意設定）

ユーザー名

MACアドレス

2.4GHz
5GHz

elecom2g-xxxxxx
elecom5g-xxxxxx

1a2B3c4D5e6F
暗号化方式（全SSID共通）：WPA2-AES

SSID（無線名） 暗号化キー（全SSID共通）

admin192.168.2.1
設定後に記入してください。

12:34:56:AB:CD:EF

例

2.4GHzと5GHzの両方のSSIDが
一覧に表示された場合は、どちら
かを選択します。

XXXXXX5

XXXXXX5

※上記の画面が表示される前に、「このネットワーク
上の他のPCやデバイスが、このPCを検出できる
ようにしますか？」などの共有に関するメッセージ
が表示された場合は、［いいえ］をクリックします。

下記のような画面が
表示されていれば接続完了です。

XXXXXX5

「接続済み」が
表示されていれば接続完了です。

XXXXXX

SSIDの前にチェックが
表示されていれば接続完了です。

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

●自動設定でルーターモードの設定
が完了すると、「セットアップ完了」
画面が表示されます。
●自動設定できないときは、操作　 　 
または操作　 　の画面が表示さ
れる場合があります。表示された画
面に従って操作を続けてください。

3-A
3-B

参考

設定する際は同梱のかんたんセットアップシート（初期値）をご確認ください。

2台目以降の端末を接続する場合は「⑤本製品に無線接続しよう」の手順を行ってください。


