
アプリをインストールします。

アプリを起動し、機器を選択し
ます。

選択した機器により表示される
画面が異なります。

スマートフォンから設定する ⇒パソコンからの設定方法は、ユーザーズマニュアルをお読みください。

❶マニュアルが表示されますので、内容を確認し、
　画面を右へスライドさせます。手順　   へ進み
　ます。

❶スライドして以下の
　画面を表示し、［終了］
　をタップします。

❷タイマーを設定する
　機器のボタンをタップ
　します。

Ⓐゲーム機を選択した場合

アプリのインストールとWi-Fi機器の登録

❶「Google Playストア（Android版）」または
　「App Store（iOS版）」で、「こどもネットタイ
　マー」を検索し、アプリをインストールします。
❷端末のホーム画面で、［こどもネットタイマー］
　アイコンをタップします。
❸画面のメッセージに従って、アプリをインス
　トールします。

［タイマー設定］をタップします。

設定方法を選択し、それぞれの説明へ進みます。

タイマーを設定する

 ・ゲーム機3種以外は、「その他のWi-Fi機器」
　をタップします。

4

●Wi-Fi機器がWPSに対応しているとき
→［WPS接続］をタップし、手順　   へ進みます。

Ⓑその他のWi-Fi機器を選択した場合

4

 ・タイマー設定した機器では、カウンターが表示
　されます。Wi-Fi接続中は残り時間が減ってい
　きます。

❸ タイマーを設定して、［設定］をタップします。

❶ 設定したい機器の［スケジュール設定］を
 タップします。

❷ 開始と終了の時刻を設定し、［制限期間］を
 タップします。

❸ 曜日を設定し、［設定］をタップします。

スケジュール設定の方法
❶ 設定したい機器の［タイマーセット］をタップ
 します。

タイマー設定の方法

Wi-Fi機器（ゲーム機）側の
WPS機能を実行したあと、
［WPSボタン］をタップします。

正しく接続できると、以下の
画面が表示されます。

ネットタイマー設定をタップし
ます。

❸手順　   へ進みます。

❷ここに表示されたパスワードを、Wi-Fi機器の
　セキュリティ設定項目にある暗号キー（パス
　ワード）欄に入力します。

 ・区別しやすいように、お好きな名称を設定する
　こともできます。

 ・〈こどもネットタイマー〉画面が表示されます。

❶［手動で接続］をタップします。

●Wi-Fi機器がWPSに対応していないとき/
　手動で設定するとき
→以下の手順で手動設定します。

5

※画面イメージはAndroid版です。

◆スケジュール設定
決められた時間のみWi-Fi接続を可能にする設定方法です。毎日、平日（月～金）、
休日（土日）から選べます。

◆タイマー設定
毎日（0:00～24:00）、タイマー設定の時間分だけWi-Fi接続を可能にする設定方法です。
例えば3時間と設定した場合、1日の接続時間が累計で3時間を超えると通信できなくなります。
※作動中にルーター本体（本製品）を再起動するとタイマーがリセットされます。

※スケジュール設定とタイマー設定を同時に使用することはできません。

このパスワードを
ゲーム機または
Wi-Fi機器に入力
します。

このボタンをタップ
すると、登録名称の
変更および登録の
削除ができます。

数字の部分を上下に
スライドします。

ゲーム機を選択している
場合は、自動的に表示
されます（変更すること
もできます）。
［その他のWi-Fi機器］
を選択している場合は、
手動で入力します。

Wi-Fi接続をオン/オフします。タップするたびに切り替わります。
※こどもネットSSIDを使用しているWi-Fi機器が対象です。

新しくWi-Fi機器を登録できます。
左の「アプリのインストールとWi-Fi機器の登録」手順　   のⒷの画面に進みます。3

このボタンをタップ
すると、登録名称の
変更および登録の
削除ができます。

ここを上下にスライド
させてタイマー時間
を設定します。

こどもネットタイマー機能を使う

WRC-1750GHBK2-C / WRC-1167GHBK2-C / 
WRC-733GHBK-C



Wi-Fiゲーム機から接続する方法

❼本製品の背面にある［WPS設定ボタン］を
5秒押します。

PS4での設定例
❶ホーム画面にて、方向キーまたは左スティックの上を押します。

❾「接続診断が完了しました。」と表示される事を確かめます。

10これで設定は完了です。

❷機能画面が表示され
たら、　    [設定]を
選び、　 を押します。

❹[インターネットに接続する]の欄にチェックが入っている事を確
認し、[インターネット接続を設定する]を選び、　 を押します。

❺[Wi-Fiを使う]→[かんたん]
を選び、　 を押します。

❸設定メニューから、[　  ネットワーク]を選び、　 を押します。

③設定メニューから、[　  ネットワーク]を選び、　 を押します。

①ホーム画面にて、方向キーまたは左スティックの上を押します。

❻ネットワーク名一覧が表示されますので、方向キーまたは左ス
ティックの下を押してスクロールし、　　　[WPSボタンを使っ
て設定する ]を選び、　 を押します。

※「インターネットの設定を更新しました。」の画面が表示されず、⑤の画面
に戻った時は、そのまま[インターネット接続を診断する]を選びます。

❽「インターネットの設定を更新しました。」の画面が表示された
ら、[インターネット接続を診断する]を選び、　 を押します。

MACアドレスの確認方法

②機能画面が表示されたら、　    [設定]を選び、　 を押します。

⑤MACアドレスが表示
　されます。

④ネットワークメニューから、［　 接続の状況を見る］を選び、
　 を押します。

WPS設定ボタン



Wi-Fiゲーム機から接続する方法

ファームウェアのアップデートTips1

本製品を活用するヒント本製品を活用するヒントTips

子機モード（コンバーターモード）を使う
本製品を子機モード（コンバーターモード）に変更することで、有線LANポートを持つネットワーク機器を
無線化することができます。

Tips3

モデムなど無線親機 本製品
（子機モード）

有線ネットワーク
対応TVなど

※詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・マニュアル」（PDF）をダウンロー
ドしてお読みください。

❶本製品のWeb版設定ユーティリティーにアクセスします。
※手順の詳細は、本ページの「Tips5」をお読みください。
❷画面左のメニューリストから［モード変更］を選択します。
❸「子機モード」を選択します。
❹［適用］をクリックします。

※詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・マニュアル」（PDF）をダウンロー
ドしてお読みください。

通信範囲をより広く使用することができます。

Tips4

モデムなど無線親機 
※詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・マニュアル」（PDF）をダウンロー
ドしてお読みください。

LEDを消灯する（省電力モードの設定）Tips6
本製品の省電力機能を有効にすると、2.4G WLANランプ、5G WLANランプがオフになり、消費電力を抑える
ことができます。

❶本製品のWeb版設定ユーティリティーにアクセスします。
※手順の詳細は、本ページの「Tips5」をお読みください。
❷画面左のメニューリストから［設定メニュー］
　→［LED省電力設定］を選択します。
❸［LED省電力機能］の「有効」を選択します。
❹［適用］をクリックします。

スマホ/タブレットまたはパソコンを使った
ブラウザー版設定ユーティリティーの表示方法

本製品のパスワードの変更をはじめ、各種機能の詳細な設定をする場合などは、本製品に搭載されているブラ
ウザー版の設定ユーティリティーを使用します。画面の表示手順は、以下のとおりです。

Tips5

▼パソコンから
❶ブラウザーを開きます。
❷アドレス欄に「http://192.168.2.1」と入力し、［Enter］キーを
　押します。
❸ユーザー名、パスワードに、それぞれ「admin」と入力し、［OK］を
　クリックします。

❹ブラウザー版設定ユーティリティーのホーム画面が表示されます。

詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザー
ズマニュアル」をご利用ください。

※セキュリティ対策上、パスワードは初期値から変更することを
　強くお勧めします。

❹ホーム画面で設定を変更したいボタンをクリックします。
 ・［PC版設定ページへ］ボタンをクリックし、表示される設定画面で、
　さらに詳細な設定をすることもできます。

※画面はイメージです。

❸インターネットブラウザーを開き、ユーザー名、パスワードに、それぞれ「admin」
　と入力し、［ログイン］をタップします。
※セキュリティ対策上、パスワードは初期値から変更することを強くお勧めします。

▼スマートフォン/タブレットから
❶あらかじめ本製品にWi-Fi接続できていることを確認します。
❷インターネットブラウザーを開き、URLに「192.168.2.1」と入力します。

かんたんセットアップCDをパソコンに挿入しても
メイン画面が表示されない場合

Tips2

本製品を中継器モード（リピーターモード）に変更することで、電波の届きにくい場所でも無線電波を中継して、

中継器モード（リピーターモード）を使う

本製品（中継器モード）

❶本製品のWeb版設定ユーティリティーにアクセスします。
※手順の詳細は、本ページの「Tips5」をお読みください。
❷画面左のメニューリストから［モード変更］を選択します。
❸「中継器モード」を選択します。
❹［適用］をクリックします。

Wiiでの設定例

②この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。

〈Wii本体設定1〉で　　 をポイントし、　  を押します。A

〈Wii本体設定2〉で［インターネット］をポイントし、　  を押します。A

［本体情報］をポイントし、　  を押します。A

［Wii本体設定］をポイントし、　  を押します。A

③〈本体情報〉で
　MACアドレスが表示
　されます。

Wi-Fi MACアドレス

本体情報１

MACアドレスの確認方法
①Wiiメニューの左下にある［Wii］ボタンをポイントし、
　　 を押します。

8月20日(月)
PM

Wii

Wiiオプション

1

A

❶Wiiメニューの左下にある［Wii］ボタンをポイントし、
　　 を押します。A

8月20日(月)
PM

Wii

Wiiオプション

1

 ・画面例では、「接続先1」を
　選んでいます。

❸未接続の接続先を
　ポイントし、　  を
　押します。

A
接続設定

接続先１

もどる

未設定

接続先２ 未設定

接続先３ 未設定

1

❷この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。

［インターネット］をポイントし、　  を押します。A

［接続設定］をポイントし、　  を押します。A

［Wii本体設定］をポイントし、　  を押します。A

A［Wii本体設定1］で　　 をポイントし、　  を押します。

❹この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。

［アクセスポイントを検索］をポイントし、　  を押します。A

［OK］をポイントし、　  を押します。A

［Wi-Fi接続］をポイントし、　  を押します。A

❺［elecom2g-XXXXXX］
　をポイントし、　  を
　押します。

A

設定情報シート

❻暗号キーを
　入力します。 WPA2-PSK(AES) セキュリティが設定されています。

キーを入力してください。

elecom2g-XXXXXX

接続先１

もどる OK

セキュリティの設定

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

入力欄

 ・入力欄をポイントすると、
キーボード画面が表示され
ます。
 ・キーボード画面で、付属の
設定情報シートの暗号キー
を入力します。

　キーボード画面上の［OK］をポイント
し、　  を押します。

・暗号キーが入力された状態で上記の画
面に戻りますので、［OK］をポイント
し、　  を押します。A

A

<管理画面へのアクセス方法>

5G SSID
e-timer-1234aba

2.4G SSID

こどもネット SSID
elecom5g-1234ab
elecom2g-1234ab

※暗号方式/暗号キーは全SSID 共通です。

WPA/WPA2-mixed

IPアドレス 192.168.2.1 MACアドレス

elecom2g-XXXXXX

接続先１

もどる 再検索

1

 ・画面のメッセージに従ってWii本体設定を保存します。
❾これで設定は完了です。

❽［はい］をポイントし、
　　  を押します。A

接続先１

接続テストに成功しました。
Wii本体を更新しますか？
Wiiサポートコード：73412

はい いいえ
1

❼以下のメッセージが表示されます。

 この内容を保存します。よろしいですか？

→［OK］をポイントし、　  を押します。A

設定内容を保存しました。接続テストを開始します。

→［OK］をポイントし、　  を押します。A

 設定内容を保存しました。接続テストを開始します。

→［OK］をポイントし、　  を押します。A



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。

あらかじめ以下のことを、わかる範囲でお調べください。

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）

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…

有償サポート窓口
お客様の環境、状況によっては、ご要望のすべてを解決できない場合もございます。
また、有償サポートは、日本PCサービス株式会社が提供するサービスです。
エレコム社とは別会社となりますので、あらかじめご了承ください。

■訪問設定サービス　TEL： 0120−835−793
※訪問作業完了時にお支払いいただきます。

サービス提供会社：日本PCサービス株式会社

■有償電話サポート　TEL： 0120−787−329
※事前にインターネット経由の課金が必要です。電話及び遠隔操作にてサービスの提供を行います。
　詳しくはwebサイトをご確認ください。

http://l.j-pcs.net
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