
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。

TREND MICRO、および Trend Micro Smart Home Network はトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

※ 本機能はルーターモードでのみご利用いただけます。

本機能を有効にするためにルーターの再起動が必要です。
作業を始める前に通信中の機器がないかご確認のうえ作業をおこなってください。

かんたんセットアップガイド2
型番：�WRC-2533GST�

WRC-1900GST�
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ルーターにネットワーク接続している端末で 
Web ブラウザーを起動し、アドレスバーに

「192.168.2.1」と入力してページを表示します。

設定画面が表示されるので、 
［セキュリティ］をクリック（タップ）します。

ルーターが再起動しますので、そのままお
待ちください。

以下の 4 項目が［有効］になっていること
を確認します。

付属の「トレンドマイクロ スマートホーム
ネットワーク ™ ライセンスシート」に「使
用開始日」を記入して保管してください。

表示される使用許諾書を確認し、 
［使用許諾書に同意する］をチェック後、
［適用］をクリック（タップ）します。

認証画面が表示されますので、以下のように
ユーザー名とパスワードを入力し、［OK］を
クリック（タップ）します。

トレンドマイクロ　スマートホームネットワーク™でできること
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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。
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ユーザー名 admin
パスワード 「かんたんセットアップ 3」で設定したパスワード

認証画面が表示されない場合
本製品よりも先に端末の方を起動していると、IP アドレス
が正しく取得できないため、接続できないことがあります。
認証画面が表示されない場合は、本製品の電源を入れて、
約 3 分程度待ってから、端末の電源を入れてください。

「かんたんセットアップ 3」画面から続けて設定する場合は 
手順 ❷ の画面から表示されます。

「かんたんセットアップ 3」画面から続けて設定して
いる場合は、この画面は表示されず、手順 ❹ に
スキップします。
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■�さらに高度なセキュリティ設定を行う場合 ■�設定を終了する場合
「マニュアル」をクリック（タップ）して、 
ユーザーズマニュアル（pdf）をご確認ください。

ブラウザーを閉じ、インターネットをお楽しみください。

「トレンドマイクロ　スマートホームネットワーク ™」機能を［有効］にする
ことで、ウェブサイトやアプリからの悪質サイトへの通信をブロックし、家
庭内のインターネットに接続するあらゆる機器を脅威から護り、さらにルー
ター自体のセキュリティを強化することができます。

トレンドマイクロ�スマート
ホームネットワーク

脆弱性対策

有害Webサイト対策

不正な通信の検知・�
ブロック

クリック
（タップ）

■�セキュリティ設定　（トレンドマイクロ　スマートホームネットワーク™機能を使う）

●��インターネットの接続方法について

かんたんセットアップガイド1

●��セキュリティ設定（トレンドマイクロ��
スマートホームネットワーク™）

●�各動作モードの設定

かんたんセットアップガイド2（本書）

●��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）

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

4 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

3 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

5 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。

5 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 ランプが常時点滅
※  接続失敗の場合は LED ランプが 5 秒おきに点滅します。

この場合 SSID、パスワードに誤りがある可能性があります
ので、お手数ですが入力内容をご確認ください。

POWER ランプ 黄点灯

6 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 ランプが常時点滅
※  接続失敗の場合は LED ランプが 5 秒おきに点滅します。

この場合 SSID、パスワードに誤りがある可能性があります
ので、お手数ですが入力内容をご確認ください。

POWER ランプ 白点灯

7 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

6 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「簡単セットアップシート」に記載されています。
※  本製品への接続手順は「かんたんセットアップ 1」手順 ❺ を参照してく

ださい。

4 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。■�各動作モードの設定

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。
接続方法は別紙「かんたんセットアップガイド 1」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。

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。

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
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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


