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-1750GHBK

かんたんセットアップガイド
本製品（無線ルータ）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。

□無線ルータ本体
□スタンド
□ACアダプタ
□LAN ケーブル（ストレート結線）
□セットアップ CD

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。

STEP
1

1

インターネットに接続する

こどもネットタイマー機能を使う

本マニュアルの P1 からお読みください。

別紙「補足編」の P1 をお読みください。

Wi-Fi ゲーム機と接続する

製品情報 /FAQ（困ったときは）

別紙「補足編」の P2 をお読みください。

●サポートへご連絡する前に
別紙「製品情報」および「補足編」の P3 を
お読みください。
●サポートについて
別紙「補足編」の P4 をお読みください。

1台
1個
1個
1本
1枚

□設定情報シール
□かんたんセットアップガイド（本マニュアル）
□あんしん機能設定ガイド
□製品情報
□イカロス モバイルセキュリティ for Android 無償 90日版ご案内

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚

接続の準備をしましょう
2

作業の前に確認しましょう
Check 1

●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。
●プロバイダからの書類を用意します。
・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。

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。
・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。

※プロバイダにより、認証 ID/ユーザー名、認証パスワード/アクセスキーなど、名称が異なります。

Check 2

①電源をオフにする

パソコン

すでに終端装置とパソコンが接続されている場合

インターネット
接続中

すでにルータ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。

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）

②LAN ケーブルをはずす

パソコン

Check 3

すでに使用中の有線 / 無線ルータから「お乗り換え」の場合の確認事項
●ご使用中のルータの設定プログラム（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。
※ご不明な点がある場合は、お手持ちのルータのメーカーにお問い合わせください。

STEP
1

2

本製品（無線ルータ）を設置しましょう

機器を接続します。
イラストを参考に、各機器を
配線します。

配線する前に、本製品の
背面にあるモードスイッチ
が「RT 側」になっている
ことを確認します。

終端装置
（ケーブルテレビモデム、
ONU、CTU、ADSL）

背面

3

RT
AP

・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。

WAN ポート（青色）
POWER

背面
INTERNET：
点灯

POWER：点灯

LAN ケーブル
※縦置き時

付属のスタンドについて
スタンドの取り付け方法の詳細は、別紙「製品情報」の P1 を参照してください。
スタンドは、ケーブルの接続がすべて終わってから本製品にセットしてください。

2

ランプの点灯状態を確認します。

終端装置と本製品の電源を入れます。

INFO
INFO：点滅
※すでにルータがインターネットに接続できている場合は消灯します。

背面

❶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。

4

AC
アダプタ

❷本製品の付属の
ACアダプタを接続します。

AC
コンセント

❷
❶AC
コンセントへ

このあとは…
Windows
パソコンで

付属のセットアップ CD を使った設定方法

P2

へ

スマートフォン/ タブレットから接続する

P3

へ

Windows パソコンに CDドライブがない場合・
Mac の場合の設定方法

P4

へ

1

Windows
パソコンで

1

STEP

付属のセットアップ CD を使った設定方法
セットアップの準備をしましょう

1 「かんたんセットアップ CD」をパソコンのドライブにセットします。

セットアップ CD を使う前に！
●パソコンの有線 LAN ポートを使用する場合
あらかじめ有線 LAN ポートが正常に動作していることを確認します。

・セットアップ画面が自動的に表示されます。
セットアップ画面が表示されなかった場合→補足編 P3「本製品を活用するヒント」の「Tips3」へ

●パソコンに内蔵の無線機能を使用する場合
内蔵無線 LAN 機能が有効になっていることを確認します。オン/ オフスイッチがある場合は、オンに
します。

2 ［スタート］をクリック

●無線子機（無線アダプタ）を使用する場合
無線子機の説明書をお読みになり、あらかじめ無線子機が正常に動作するようにドライバ等をイン
ストールしておきます。なお、本製品の無線 LAN 設定の初期値は以下のとおりです。
SSID

elecom2g-XXXXXX または elecom5g-XXXXXX※

暗号化方式

WPA2-PSK（AES）

暗号キー（パスワード）

本製品に付属の「設定情報シート」の 13 文字の半角英数字（すべて大文字）

3

します。

◆WPS 機能について
本製品は、WPS 機能に対応しています。無線子機もWPS 機能に対応している場合は、WPS 設定ボタンを
押すだけで暗号化機能を含む無線 LAN 設定が完了します。WPS 設定ボタンは、本製品上面にあります（縦
置き時）。

接続方法を選択します。

内容を確認し、作業を進めます。
❶事前確認の説明が表示されますので、
内容を確認し、
［次へ進む］をクリック
します。
❷本製品と各種ケーブルの接続を確認
する画面が表示されますので、接続を
確認し、
［次へ進む］をクリックします。
・機器の接続方法については、P1 の
STEP2 を参照してください。

クリック

※elecom2g-XXXXXX は「11n/g/b」用です。elecom5g-XXXXXX は「11ac」用です。
X には、0〜9、A〜Fで構成されたランダムな半角英数字が表示されます。

4

Windows パソコンで本製品
に付属のセットアップ CD を
使用します。
Mac の場合➡P4 へ

パソコン内蔵の無線 LAN 機能を使用する場合
パソコンの有線 LANポートを使用する場合

1

本製品の背面にある
LAN ポートとパソコンの
有線 LAN ポートを、
LAN ケーブルで接続します。

1

ご使用の環境によって、表示される画面が
異なります。当てはまる説明をお読みください。
●
〈SSID の選択とキー入力〉画面が表示された場合
❶SSIDとして「elecom2g-XXXXXX」または
「elecom5g-XXXXXX」を選択します。
選択する

・X は 0〜9・A〜Fで構成
されたランダムな半角
英数字です。

有線 LAN
ポート

背面
LAN ポートは
1〜4 の
いずれかに
接続します。

無線子機（無線アダプタ）を使用する場合

❷本製品に付属の「設定情報シート」の 13 文字の半角英数字
（すべて大文字）を入力し、
［OK］をクリックします。
設定情報シート
elecom2g-XXXXXX
elecom5g-XXXXXX
e-timer-XXXXXXX

LAN ケーブル

XXXXXXXXXXXXX

1 ［次へ進む］をクリックします。

XXXXXXXXXXXX

2

接続が終われば、
［次へ進む］
をクリックします。

接続に失敗したとき
本 製 品 の 無 線 LAN 設 定 と、パ ソコン 側 の 無 線
LAN 設定が同じ設定になっているか確認して、再
度「セットアップ CD」を実行してください。

2

クリック

Ⓐケーブル TV 等をご利用の場合

Ⓑフレッツシリーズ等をご利用の場合

以下の画面が表示された場合は、
設定完了です。

❶以下の画面が表示された場合は、ユーザー ID/
パスワードを入力し、
［OK］をクリックします。
ユーザーIDに
「@」
が入っている場合
[ユーザー名]の入力において、プロバ
イダから提供された
「ユーザー名」の後
ろに、必ず「@」と「プロバイダ識別子」
を入力してください。
（例）userid123@elecom.net
ユーザー名

クリック

2

②クリック

SSID

elecom2g-XXXXXX または elecom5g-XXXXXX※

暗号化方式

WPA2-PSK（AES）

暗号キー
（パスワード）

クリック

プロバイダ識別子

本製品に付属の「設定情報シート」に記載された 13 文字の
半角英数字（すべて大文字）

※elecom2g-XXXXXX は「11n/g/b」用です。elecom5g-XXXXXX は「11ac」用です。
X には、0〜9、A〜Fで構成されたランダムな半角英数字が表示されます。

インターネットに接続しましょう

・［終了する］をクリックします。

①入力する

●OS のネットワーク接続の画面が表示されなかった場合
ご使用のパソコン本体のマニュアルに記載された無線 LAN 機能
の設定方法をお読みになり、下記の設定値を参考に設定します。

クリック

STEP

暗号キー

（X には、0〜9、A〜H のランダムな
半角英数字 13 文字が入ります）

❷ Ⓐの画面が表示されたら
設定は完了です。
［終了する］をクリック
します。

いずれかの画面が表示されます。
表示された画面の説明へ進みます。

接続に失敗したとき
以下の画面が表示されます。
内容をご確認ください。

スマートフォン/タブレットからの設定方法
STEP

1

本製品（無線親機）に接続する

Android 編
タップします。

1 「Google Playストア」で［QR link］を

7 ［完了］をタップします。

検索し、アプリをインストールします。

端末のホーム画面で
［QR link］アイコンを
タップします。

5

インターネット接続の準備ができているか確認
の画面が表示されますので、内容を確認のうえ
［準備完了］をタップします。

QRコードを
読み取り範囲内
に表示して
読み取ります。

elecom2g-XXXXXX
elecom5g-XXXXXX
e-timer-XXXXXXX

設定情報シート

iOS4.0 以降、カメラ機能付きモデルでの手順を説明します。
それ以外の機種については、PDF 版ユーザーズマニュアルの説明をお読
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。
■動作環境：iOS4.0 以上

1 「App Store」で［QR link］を

3

インターネット接続の準備ができているか確認
の画面が表示されますので、内容を確認のうえ
［準備完了］をタップします。

※電波干渉を避けるため、Bluetooth 機能をオフにすることを推奨します。

5

QRコードを
読み取り範囲内
に表示して
読み取ります。

elecom2g-XXXXXX
elecom5g-XXXXXX
e-timer-XXXXXXX

設定情報シート

タップします。

1

8 ［インストール］をタップ
します。

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

端末でパスワードロックを設定している
場合は、ロックを解除します。

9 ［完了］をタップします。

します。

4 ［QRコード読み取り］を

2

これで Android 端末から本製品への接続
作業は完了です。
・本製品からインターネットに接続する設定が完了していない
場合は、ユーザ名、パスワードを入力する画面に移動します。
このあとの STEP2 手順 1 からお読みください。

6 ［次へ進む］をタップ

端末のホーム画面で
［QR link］アイコンを
タップします。

アプリの画面に戻ります。
［完了］をタップします。

9

XXXXXXXXXXXX

検索し、アプリをインストールします。

2

8

XXXXXXXXXXXXX

iOS 編（iPhone/iPad/iPod touch）

STEP

「えれさぽ」で検索してください。

6 ［次へ進む］をタップします。

4 ［QRコード読み取り］を

■動作環境：Android OS 2.1/2.2/2.3/3.0/3.1/3.2/4.0
オートフォーカス機能のあるカメラを搭載した端末を推奨します。

3

確認できます。

※電波干渉を避けるため、Bluetooth 機能をオフにすることを推奨します。

Android2.1 以降、カメラ機能付きモデルでの手順を説明します。
それ以外の機種については、PDF 版ユーザーズマニュアルの説明をお読
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。

2

ホームページでも詳細な手順を

7 ［インストール］をタップ
します。

10

アプリの画面に戻ります。
［完了］をタップ
します。

11

これで iPhone 等から本製品への接続作業
は完了です。
・本製品からインターネットに接続する設定が完了していない
場合は、ユーザ名、パスワードを入力する画面に移動します。
このあとの STEP2 手順 1 からお読みください。

インターネットに接続しましょう

ブラウザを開きます。

4

●インターネットに接続できた場合
これで設定は完了です。

ご利用の回線によって、以下のいずれかの画面が表示されます。
DHCP回線

PPPoE回線
固定 IP 回線の画面が表示されたとき
プロバイダより提供されたアドレス等を
入力し、
［次へ］をタップします。

●右の画面が表示された場合は、
［インターネット接続］
をタップして、手順 2 へ進みます。

DHCP回線 ［次へ］
をタップします。

2

ユーザ名、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。

3 ［スタート］をタップし、画面の
案内に従い設定を進めます。

PPPoE回線
プロバイダより提供された
「ユーザー名」
「パスワード」
を入力し、
［次へ］
をタップ
します。
※ユーザー名には、必ず@以降も入力してください。

・すべて半角小文字で
入力します。

5

右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。

3

Windows パソコンに CDドライブがない場合・
Mac の場合の設定方法

STEP

1

パソコンから本製品に接続しましょう

Windows 8 の場合

1

2

●本製品に付属の「設定情報シール」
を、あらかじめ手元にご用意ください。
●有線 LANで接続する場合は、STEP2
からお読みください。

Windows 7/Vista の場合

Windows XP の場合

※ここでは、Windows 7 について説明します。Windows Vista も作業手順は同じ
です。この説明を参考にして設定してください。

無線 LAN の接続画面を表示します。
❶画面右下にマウスのカーソルを
移動してチャームを表示し、
［設定］をクリックします。
❷無線アイコンをクリックします。

1

一覧から本製品の SSID を選択し、
［接続］
をクリックします。

画面右下のタスクトレイにあるワイヤレス
ネットワークのアイコンをクリックし、
接続先一覧を表示します。
Windows 7

1

画面右下のタスクトレイにある
無線 LANアイコンをクリックし、
接続先一覧を表示します。

2

一覧から本製品の SSID を選択し、
［接続］
をクリックします。

Windows Vista

・Windows Vista の場合はアイコンを右クリックし、ポップアップ
メニューから［ネットワークに接続］を選択します。

2
①選択する

①選択する

一覧から本製品の SSID を選択し、
［接続］
をクリックします。

②クリック

・SSID（elecom2g-XXXXXX 等）は、設定情報シールに記載
されています。
②クリック

3

3 ［ネットワークキー］に、設定情報シート

①選択する

・SSID（elecom2g-XXXXXX 等）は、設定情報シールに記載
されています。

に記載された暗号キーを入力します。

②クリック

表示された画面の内容にあわせて、作業
を進めてください。
Ⓐ無線子機が WPS 機能に対応している場合

・SSID（elecom2g-XXXXXX 等）は、設定情報シートに記載
されています。

①入力する
②クリック

3

・暗号キーは、設定情報シートに記載されています。
・［ネットワークキーの確認入力］にもう一度、同じ暗号キーを
入力し、
［接続］をクリックします。

表示された画面の内容にあわせて、作業
を進めてください。
Ⓐ無線子機が WPS 機能に対応している場合

Mac の場合
［ネット
1 〈システム環境設定〉画面を開き、
ワーク］をクリックします。

クリック

・本製品の上面（縦置き時）にあるWPS 設定ボタンを 2 秒以上
押します。
※WPS 機能を使用する場合、セキュリティキーの入力は不要です。

・本製品の上面（縦置き時）にあるWPS 設定ボタンを 2 秒以上
押します。

2

●無線子機が WPS 機能に対応している場合でも、相性等の問題で
WPS 機能が使えずⒷの画面が表示されることがあります。この場
合は、Ⓑの説明をお読みください。
●
「ルータのディスプレイに表示された 8 桁の PINコードを入力して
ください」と表示された場合は、
「代わりにセキュリティキーを使用
して接続」をクリックし、暗号キーを使用してください。

※WPS 機能を使用する場合、セキュリティキーの入力は不要です。
無線子機が WPS 機能に対応している場合でも、相性等の問題で
WPS機能が使えずⒷの画面が表示されることがあります。
この場合は、
Ⓑの説明をお読みください。

Ⓑ無線子機が WPS 機能に対応していない場合

①確認する

「切」の場合は
「入」にします。

②選択する

❶AirMac の［状況］が「入」になっていることを確認します。
❷［ネットワーク名］のリストを開き、リストの中から本製品の
SSID を選択します。
・SSID（elecom2g-XXXXXX 等）は、設定情報シートに記載
されています。

Ⓑ無線子機が WPS 機能に対応していない場合

①入力する

3 ［パスワード］に、本製品の暗号キーを

①入力する

入力し、
［OK］をクリックします。

②クリック

・［セキュリティキー］に、設定情報シールに記載された暗号キーを
入力し、
［OK］をクリックします。
・Windows Vistaでは、
［接続］をクリックします。

②クリック

・設定情報シートに記載された暗号キーを入力し、
［次へ］を
クリックします。
・
をクリックすると暗号キーの文字を確認できます。

4

AirMac の状況を確認し、SSIDを選択します。

①入力する
②クリック

4 〈ネットワークの場所の設定〉画面が表示

された場合は、ご使用のネットワーク環境
にあわせて設定します。

共有機能をオンにするかを決めます。
該当するほうをクリックします。

・暗号キーは、設定情報シートに記載されています。

4

AirMac の［状況］が「接続」になっている
ことを確認します。

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。

STEP

2

確認する

インターネットに接続しましょう

●Webブラウザでお好みのホームページを開きます。
・ホームページが正しく表示されれば設定は完了です。

●以下の画面が表示された場合

クリック

4

WRC-1750GHBK

かんたんセットアップガイド

2013 年 6 月27日

第1版

エレコム株式会社

©2013 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

❶［インターネット接続設定］をクリックします。
❷画面のメッセージに従って、手順を進めます。
❸ご利用のプロバイダが PPPoE 接続の場合は、ユーザー IDとパスワードを入力する画面が
表示されます。
プロバイダから提供された書類に記載された、ユーザー IDとパスワードを入力します。
❹エレコムホームページが表示されたら、設定は完了です。

