
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。

本製品のランプの状態

スライドパネルを上げると 
各ランプの状態を確認できます。

WPS

2.4GHz

5GHz

短めの点滅
（1 秒点灯・1 秒消灯）

点灯

本製品

利用中のルーター

かんたんセットアップガイド
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

動作モードを設定しよう

接続の準備をしよう

本製品（ルーター）を設置しよう

作業の前に確認をしましょう。

以下の手順に従って準備します。

POWER ランプが緑色に点灯していることを確認し、
本製品の WPS ボタンを約 10 秒長押しします。

機器を接続します。 ランプの点灯状態を確認
します。

 無線 LAN ルーター本体 ･････････････1 台
 スタンド ･･･････････････････････････1 個
 AC アダプター ･････････････････････1 個
 LAN ケーブル（約 1m） ･････････････1 本
 壁掛け設置用ネジ ･･･････････････････2 本

 かんたんセットアップシート（初期値） ･･･････････････････････････ 1 枚
 かんたんセットアップガイド（本紙） ･････････････････････････････ 1 枚
 製品情報 ･･･････････････････････････････････････････････････ 1 枚
 トレンドマイクロ使用許諾契約書 ･･･････････････････････････････ 1 枚

工場出荷時は ｢ルーター｣ の位置になっています。
動作モード     本製品は使用用途に応じて以下の動作モードに設定することができます。
ルーターモード 

（初期値）
本製品をモデムや終端装置と接続して、インターネットに接続します。ご契約のプロバイダーから特に指定
がある場合を除き、本モードでご利用ください。 → 本紙手順 3  に進みます。

子機モード テレビ、レコーダーなどを LAN ポートに接続することで、無線機能のない機器を無線化することができます。
→  本紙裏面の「各動作モードの

設定」に進みます。中継器モード すでに設置している別の無線 LAN ルーターの電波を中継して通信範囲をより広くします。
アクセスポイントモード 有線ルーターが別にすでに設置されている状態で、本機で無線 LAN 接続をしたい場合。

 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。

ルーターを新規に設置する場合

ルーターを新規に設置する場合

今まで使用していたルーターがある場合

今まで使用していたルーターがある場合

①  終端装置（ケーブルテレビモデム、ONU、CTU、HGW、
ADSL）などがあり、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。

②  インターネットに接続できることを確認したら、終端装置の
電源を切ります。

② 利用中のルーターを終端装置から取り外します。
 あとで引っ越し機能を使用して本機に設定を引き継ぎます

ので、電源プラグはコンセントから外さないでください。

①  利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いる場合があります。これらはす
べて削除してください。

 ※  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。

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。

※ 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。

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、HGW、ADSL）

パソコン

イラストを参考に、各機器を配線します。

2

2

終端装置と本製品の電源を入れます。
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。

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。
※  本製品の POWER ランプは紫点滅のあ

と、緑点灯に変わります。

②  本製品付属のACアダプターを接続します。

本製品背面

本製品背面

設置方法

・ 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。

以下の点を確認してください。お客様の環境によって
チェックする項目は異なります。

● 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。

設置時の注意

注意
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。

終端装置
（ケーブルテレビモデム、
ONU、CTU、HGW、ADSL）

LANケーブル

INTERNETポート（青色）

AC
コンセントヘ

ACアダプター

①ACコンセントヘ
②

5cm

5cm

5cm

5cm

5cm

●  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、転落・引き抜け防止の処置も行ってください。

※ ヨコ置きや壁掛けするときの設置方法は「設置説明書」を参照ください。

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： WRC-1167GST2
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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。

 【事前にご確認ください】プロバイダーからの書類を用意します。

会員証のご案内

ご契約プラン：XXXXXXXXXXXXXXX

お客様番号：XXXXXXXXXXXXXXXX

接続 ID：XXX@XXX.XXX.ne.jp
接続パスワード：XXXXXXXXX

メールアドレス：XXX@XXX.XXX.ne.jp
メールパスワード：XXXXXXXX

※ プロバイダー書類（例）

②電源をオフにする ③LANケーブルをはずす

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

※こどもネットタイマー 3 などの機能はルーターモードのみでご利用いただけます。各動作モードで利用できる機能についての詳細はユーザーズマニュアルでご確認ください。

　 文書番号 7451 検索
詳しくは

5-A

5-A 5-B

らくらく引っ越し機能を利用して無線接続する（ルーター交換設置の場合）

無線接続しよう

らくらく引っ越し機能を利用すると、あらたにスマートフォンなどの端末側で無線接
続設定を変更する必要がありません。
利用中のルーターから Wi-Fi 接続情報（SSID、パスワード）をそのまま引き継ぐことができます。

2

長押しして数秒経過すると WPS ランプが 
「1 秒点灯・1 秒消灯」の間隔で点滅を始めますが、 
そのまま押し続けてください。

WPS

WPS

● 引っ越し機能を利用するには、利用中のルーターが以下の条件を満たしている必要があります。
 ・WPS ボタンがあること　・暗号化キーが設定されていること　
 ・SSID が検索表示できる設定になっていること
  上記条件を満たしていない場合は、利用中のルーターの設定を変更するか、本書「5-B」を参考に手

動で接続してください。

→バンドステアリング機能は「有効」に設定されます。
（2.4GHz、5GHz 両方に同じ SSID とパスワードをコ
ピーします）

→バンドステアリング機能は「無効」に設定されます。

●	2.4GHz・5GHz両方同じSSIDに設定されている場合
 または
●	どちらかの周波数帯しか対応していない場合

●		2.4GHz・5GHz それぞれに異なるSSIDとパスワード
が設定されている場合

本製品の「バンドステアリング機能」は、利用中のルーター
の無線設定状況により、以下のように設定されます（初期
値：有効）。

3 今まで使用していた無線ルーターの WPS 
ボタンなどを押して、WPS接続を開始します。

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。

本製品のバンドステアリング機能に
ついて

③  パソコンと終端装置を接続したLANケーブルを外します。

裏面のに進みます。 に進みます。

■ インターネットの接続方法

INTERNET：
白点灯または点滅POWER：緑点灯

WPS ランプが「2 秒点灯・1 秒消灯」の間隔で 
点滅を始めたら、WPS ボタンから手を離します。
WPS ランプが点滅したまま 2.4GHz/5GHz ランプが消灯した状態
になると、「らくらく引っ越し機能」の待ち受け状態になります。 WPS

離す WPS

2.4GHz

5GHz

長めの点滅
（2 秒点灯・1 秒消灯）

消灯

らくらく引っ越し機能待ち受けモード

WPS

2.4GHz

5GHz

WPS

2.4GHz

5GHz

10 秒全点灯 WPS ランプ消灯
引っ越し完了

本製品に無線設定のコピーが完了すると、すべてのランプが
約 10 秒間点灯した後、WPS ランプが消灯します。

今まで使用していたルーターの電源プラグをコンセントから取り外してください。
● 利用中のルーターによっては、2.4GHz・5GHz どちらかの設定しか引き継げない場合があります。
 引っ越し機能動作後は、WPS ランプの点灯／点滅によって、設定の引き継ぎ状態を示します。

4 Webブラウザー(Safari、Chrome、Microsoft Edge、Internet Explorer)を起動し、 
インターネットに接続(例：http://www.elecom.co.jp/)してください。

ホームページが表示された場合

インターネットに接続できています。	
以上で設定は完了です。

かんたんセットアップ 4 が起動した場合

裏面の手順	 6 	に進みます。

SSID/パスワード
バンドステアリング

2.4GHzの設定 5GHzの設定

　　点灯
WPS
2.4GHz
5GHz

 両方の帯域の設定を引き継ぎ
旧機種の2.4GHz
設定を引き継ぎ

旧機種の5GHz
設定を引き継ぎ 無効に設定されます

WPS
2.4GHz
5GHz

点滅
高速点滅

点灯
 5GHz の帯域の設定を引き継ぎ 旧機種の5GHz設定を引き継ぎ 有効に設定されます

WPS
2.4GHz
5GHz

点滅

高速点滅
点灯  2.4GHzの設定のみを引き継ぎ 旧機種の2.4GHz設定を引き継ぎ 有効に設定されます

WPS
2.4GHz
5GHz

　　点滅

点灯
点灯   両方の帯域の設定を 

引き継ぎできず
引っ越し機能実行前の 

ものから変更なし
変更なし

（初期値は有効）

※ 処理中、一時的にすべてのランプが消灯する場合があります。

● 本体の設置方法

● スタンドの取り付け方法（タテ置きの場合）
①  スタンドの突起を本体底面のくぼみに合わせて差し込みます。 ②  スタンドを矢印の方向にスライド

させて固定して、タテ置きに設
置します。

底面の矢印マークと
スタンドの矢印マー
クを合わせて取り付
けてください。

スタンドには向きがあります。

●  インターネットの接続方法について
● 各動作モードの設定方法について

かんたんセットアップガイド（本書）

● タテ置き／ヨコ置き／
 壁掛けスタンドの使用方法

設置説明書（PDF 版）

●  製品情報／サポートについて

製品情報

● 管理画面にログインする方法
● こどもネットタイマー 3 を利用する方法
●  友だち Wi-Fi™（ゲスト SSID）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 http://www.elecom.co.jp/support/

manual/

ユーザーズマニュアル（PDF 版） PDF版マニュアルは
こちらからダウンロード
できます。

利用中のルーター 新ルーター（本製品）

Wi-Fi 接続情報をコピー
・	2.4GHzのSSID・パスワード
・	5GHzのSSID・パスワード

MEMO

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


■ 各動作モードの設定

WPS

2.4GHz

5GHz

1

1
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5

本製品のLANポートとネットワーク機器をLANケーブルで接続します。

本製品の LAN ポートと有線 LAN ルーターを LAN ケーブルで
接続します。

AC アダプターのプラグを本体に差し直します。
LED ランプが以下の状態になるまで、1 ～ 2 分待ちます。
2.4GHz/5GHzランプ 消灯
POWERランプ 白点灯

AC アダプターのプラグを本体に差し直します。
LED ランプが以下の状態になるまで、1 ～ 2 分待ちます。
2.4GHz/5GHzランプ 消灯
POWERランプ 黄点灯

AC アダプターのプラグを本体に差し直します。
LED ランプが以下の状態になるまで、1 ～ 2 分待ちます。
2.4GHz/5GHzランプ 白点灯
POWERランプ 青点灯

本製品背面にある WPS ボタンを 2 ～ 3 秒間長押しします。
WPS ランプが赤点滅します。

本製品の WPS ボタンを押してから 2 分以内に、親機側でも
WPS ボタンを押し、WPS の動作状態にします。
親機側と本製品の接続が完了すると、LED の状態が以下の状態になります。
WPSランプ 消灯
2.4GHz/5GHzランプ 親機と接続できている帯域のどちらかの LED ランプが点滅
POWERランプ 黄点灯

本製品の WPS ボタンを押してから 2 分以内に、親機側でも
WPS ボタンを押し、WPS の動作状態にします。
親機側と本製品の接続が完了すると、LED の状態が以下の状態になります。
WPSランプ 消灯
2.4GHz/5GHzランプ 親機と接続できている帯域のどちらかの LED ランプが点滅
POWERランプ 白点灯

本製品と接続しているネットワーク機器がネットワークに接続され
ていることを確認します。
以下の場合の接続方法については、ユーザーズマニュアルをご参照ください。
● 上記の設定手順で設定できない場合
● 親機に WPS ボタンがない場合
● 2.4GHz または 5GHz どちらかの帯域を指定して接続したい場合

無線電波を中継したいポイントに本製品を設置し、無線子機から本
製品に無線接続してネットワークに接続できることを確認します。
 以下の場合の接続方法については、ユーザーズマニュアルをご参照ください。
● 上記の設定手順で設定できない場合
● 親機に WPS ボタンがない場合
● 2.4GHz または 5GHz どちらかの帯域を指定して接続したい場合

無線子機から本製品に無線接続し、ネットワークに接続できるこ
とを確認します。
本製品の SSID とパスワードは、スライドパネル裏側の暗号化キーラベ
ル、または別紙「かんたんセットアップシート」に記載されています。

本製品背面にある WPS ボタンを 2 ～ 3 秒間長押しします。
WPS ランプが赤点滅します。

中継器モード

アクセスポイントモード

WPSランプ
WPS 機能実行中は赤点滅します。

POWERランプ

2.4GHz ／ 5GHzランプ
無線機器と接続すると、白点滅
します。

モデムなど 本製品
（AP モード）

無線子機 有線 LAN
ルーター

本製品
（ルーターモード）

モデムなど 無線子機 

モデムなど 本製品
（子機モード）

有線ネットワーク
対応TVなど

無線親機

本製品
（中継器モード）

無線子機 モデムなど 無線親機

ルーターモード

子機モード

AC アダプターのプラグを本体から抜いて電源を切ります。

AC アダプターのプラグを本体から抜いて電源を切ります。

AC アダプターのプラグを本体から抜いて電源を切ります。本製品背面の動作モード切り替えスイッチを「子機」に合わせます。

本製品背面の動作モードスイッチを「中継器」に合わせます。

本製品背面の動作モードスイッチを「アクセスポイント」に合わ
せます。

本製品をモデムや終端装置と接続して、インターネットに接続します。ご契約の
プロバイダーから特に指定がある場合を除き、本モードでご利用ください。
接続方法は本紙表面「■インターネットの接続方法」をご覧ください。

テレビ、レコーダーなどを本製品の LAN ポートに接続することで、無線機能の
ない機器を無線化することができます。

ネットワーク内に有線ルーターが別に動作している場合などに、本製品を使っ
て無線 LAN 接続をすることができます。

LAN ポートに接続
LAN ポートに接続

動作モード切り替えスイッチ

WPSボタン

●	ボタンの位置

●	ランプの位置

6 かんたんセットアップ4が 
起動した場合

■ 詳細な設定がしたい場合（設定画面を開く方法）

ご利用の回線が PPPoE、固定 IP 回線の場合、手順 5  で無線接続が完了すると、自動的に Web ブラウザーが起動して「かんた
んセットアップ 4」の画面が表示されます。

※  ウィルスクリアなど IPv6 通信を
利用したサービスをご利用、ご
契約の場合は IPv6 パススルー
を有効にしてください。

1

3-A 「プロバイダー情報の設定（PPPoE）」と表示される場合 3-B 「プロバイダー情報の設定（固定 IP）」と表示される場合

2 4
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。

「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）して 4 に進みます。

画面の各項目を入力し、［次へ］
をクリック（タップ）して 4 に進
みます。

［自動設定］をクリック（タッ
プ）します。

ひかり TV をご利用の方
は、2 つとも「有効」に
設定し、「次へ」をクリック

（タップ）します。パスワードは、スライドパネル裏側に貼ってある暗号
化キーラベル、および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。

● 操作 3-A または操作 3-B
の画面が表示されます。
表示された画面に従って操
作を続けてください。

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。

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。

「基本セットアップ完了」と表示されたら、インターネットへの
接続は完了です。

下記の QR コードを読み込むか、WEB ブラウザーを起動して、かんたんセットアップシートに記載の本製品の IP アド
レスを入力してください。ログイン ID とパスワードを入力して設定画面にログインしてください。
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管理アカウント設定 回線識別 ひかり TV 設定

Web ブラウザーを開き、インター
ネットに接続できることを確認し
てください。

 インターネットに接続できない場
合は、本製品を初期化（初期化
の方法は別紙「製品情報」を参照）
してもう 1 度手順⑤からお試しく
ださい。

「マニュアル」をクリックすると
ユーザーズマニュアル（PDF）
をご覧いただけます。

ログイン ID

無線接続する（ルーター新規設置の場合）
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。

かんたんセットアップ
シート（初期値）

例

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。

1

2

Windows 10S/10/8.1/7

3

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。

※共有機能に関するメッセージが表示された場合
・ パソコン間でデータを共有する場合は「はい、

共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択
します。

・ 共有しない場合は「いいえ、共有をオンにせず
デバイスに接続しません」を選択します。

下記のような画面が
表示されていれば接続完了です。

SSIDの前にチェックが
表示されていれば接続完了です。

macOS/Mac OS X

1

2

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。

「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。

Android

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。

「接続済み」が
表示されていれば接続完了です。

iOS

1 ホーム画面の「設定」アイコンをタップし
ます。

本体のスライドパネルに記載されているQR
コードを、標準のカメラアプリで読み込み、

「接続」を2回タップすると設定が完了します。

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。
SSIDの前にチェックが

表示されていれば接続完了です。

■ iOS10 以前の場合

■ iOS11 以降の場合

型番 : WRC-1167GST2
Wi-Fi接続QRコード

SSID : elecom-123455
Key   : 2a3c4d5e6f7h

パスワード : kf5zp2wh

< WiFiセットアップ情報（2.4GHz/5GHz 共通） >

< 管理画面アクセス情報（ログインID : admin） >
対応するQRコードアプリで
　ご利用いただけます

1

2 ホーム画面に戻り「設定」アイコンを
タップし、さらに「Wi-Fi」をタップして
画面を確認します。

SSIDの前にチェックが
表示されていれば接続完了です。

※この方法で設定できない場合は、以下の「iOS10
以前の場合」の手順で設定してください。

※iOSのバージョンによってエラーメッセージが
出る場合がありますが、②の通りに表示されて
いれば問題なくルーターに接続できています。

5-B

手順 2  で準備したプロバイダー情報が記載されている書類をお手元にご用意し、下記の手順に従って、設定を行ってください。

本製品は使用用途に応じて動作モードを設定することができます。
動作モードを変更するときは、必ず AC プラグを本体から抜いて電源を切った状態で
行ってください。

かんたんセットアップ 4 が起動した場合

手順	 6 	に進みます。

Webブラウザー(Safari、Chrome、Microsoft Edge、
Internet Explorer)を起動し、インターネットに接続 
(例：http://www.elecom.co.jp/)してください。

ホームページが表示された場合

インターネットに接続できています。	
以上で設定は完了です。

※  ご利用のブラウザー（Chrome など）
のバージョンによっては「保護されてい
ない」などの警告が表示される場合が
ありますが、セキュリティ上問題ありま
せん。そのまま操作を続けてください。

■ 設定をやり直したい場合（初期化）
本製品の RESET ボタンをつまようじなどの先の細いもので約 5
秒間押し続け、POWER ランプが紫点滅をはじめたら手を離しま
す。詳細は別紙「製品情報」をご確認ください。

http://192.168.2.1


