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【お願い】本書は、読んだあとも大切に保管してください。

本商品が到着したらすぐに添付品をご確認ください。不足しているものがありましたら、お申し込み窓口にご連絡ください。

□縦置きスタンド□WR7610HV □ETHERNETケーブル
（コネクタ：大）

□電話回線ケーブル
（コネクタ：小）

□つなぎかたガイド（本書）

□お使いになる前に（別冊）

□ IP電話使いかたガイド（別冊）

縦置きスタンドを取り付ける1

アース線を接続する2

＜本商品の背面＞

ETHERNETポート

電話回線ポート

電話機ポート

ブロードバンド接続ポート

FTTH回線終端装置に接続する3

パソコン、本商品
ともに電源を切っ
た状態で取り付け
てください。

FTTH回線終端装置／ブロードバンドモデム（VDSL）

ETHERNETケーブル 
（添付品）

ETHERNETケーブル

パソコンを接続する5

電話回線モジュラージャックに接続する4
※この接続は、回線契約が切り替わるまでの間必要となります。

（小）

パソコン

電話機／ファクス

電話回線ケーブル（添付品）

モジュラーケーブル 
（電話機に添付の電話回線ケーブルなど）

電話回線モジュラージャック

電話機を接続する6
本商品の電話機ポートに接
続できる電話機は1台です。

7 電源コードを接続する
（POWERランプ点灯）

●電源コードはたこ足配線にしないでください。

●差込口が2つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製品
のACアダプタを差し込む場合は、合計の電流値が電源コ
ンセントの最大値を超えないように注意してください。

●本商品は、直射日光の当たるところや、ストーブ、
ヒータなどの発熱器のそばなど、温度の高いと
ころに置かないでください。

●本商品の通風孔をふさがないでください。
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災
の原因となることがあります。 
次のような使い方はしないでください。
・横向きに寝かせる
・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所
に押し込む
・じゅうたんや布団の上に置く
・テーブルクロスなどを掛ける

※詳しくは、添付の「お使いになる前に」（別冊）に記載しておりますので、用法を守り、ご使用ください。特に、火災、感電などの原因となり、死亡または重傷を
負う可能性が想定されます。また、故障など物的損害の発生が想定されます。

＜前面＞ ＜背面＞

FTTH回線終端装置／ 
ブロードバンドモデム（VDSL）へ

パソコンへ

POWERランプ

ブロードバンド接続
ポート状態表示LED

ETHERNETポート
状態表示LED

●電源コード接続後、本商品のPOWERランプとブロードバンド接続ポート状態
表示LEDが緑色に点灯することを確認してください。 
緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やFTTH回線終端装
置／ブロードバンドモデム（VDSL）の電源を確認してください。

●ETHERNETポートにパソコンを接続している場合は、パソコンの電源を入れ、
ETHERNETポート状態表示LEDが緑点灯することを確認してください。

■パソコン側での準備
●LANポートの準備 ：
本商品を接続するには、パソコンにLANポート
（E TH E RN E Tポート）［100BA S E -
TX/10BASE-T］が必要です。装備されていな
い場合は、市販のLANカード／LANボードを購
入して、取り付けとOSに対するドライバのイン
ストールを行っておいてください。

●パソコンのネットワークの確認 ：
本商品を設定する際は、パソコンのネットワーク
の設定が「IPアドレスを自動的に取得する」「DNS
サーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。確認
のしかたについては「お使いになる前に」（別冊）にある「トラブルシューティン
グ」の「パソコンのネットワークを設定する」を参照してください。

●プロバイダから配布された接続ツールを停止：
プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツールを停止しておいてくださ
い。

LANボード

LANカード

本商品は、下記のバージョンのWWWブラウザ
（Internet Explorerなど）に対応しています。
Windows®XP/2000 Professional/Me/98SE/98の場合
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.5以上に対応
Netscape® 6.1以上に対応

Mac OS X/9.x/8.xの場合
Microsoft® Internet Explorer Ver.5.0以上に対応
Netscape® 6.01以上に対応

WWWブラウザの設定確認
インターネットに接続するには、WWWブラウザの接続設定が「ダ
イヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」になってい
る必要があります。また、クイック設定Webを使用するときは
「JavaScript®を有効にする」設定になっている必要があります。
設定されていない場合は、裏面の「クイック設定Webをご使用
になる前に」を参照して設定してください。

■WWWブラウザ（Internet Explorerなど）
の準備

電源は、接続がすべて完了したあとに入れてください。

接続が終わったら確認してください

アース線は添付されていません。 
お客様のご使用環境に合わせて別途ご準備
願います。
→アース線の接続なしでも機器は正常に動作しますが、
雷保護等のお客様の安全上、アース線を接続してご使
用ください。 
詳細は「お使いになる前に」（別冊）に記載されている「　 
警告」の「電源」を参照願います。なお、アース線はお
近くの電器店等にてお求めいただけます。

（大）

裏面につづく
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インターネットに接続しよう5

ランプ状態を確認しよう4

IP電話の確認をしよう6

インターネット接続設定をしよう3

IP電話サービスを利用するために自動設定いたします。5分ほどお待ちください。
POWERランプが緑橙点滅している間は、自動設定中です。

緑橙点滅

POWERランプ

WWWブラウザ（Internet Explorerなど）を起動し、
アドレスに「http://web.setup/」と入力し、クイッ
ク設定Webのページを開く
本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。
（工場出荷時は192.168.0.1です。）　例：http://192.168.0.1/

1

WWWブラウザ（Internet Explorerなど）を起動したときに、「ページが
表示できません」または「サーバが見つかりません」と表示された場合は、
その状態のままアドレスに「http://web.setup/」と入力して、クイック
設定Webのページを開いてください。 
クイック設定Webのページが開かない場合は、「お使いになる前に」（別
冊）の「トラブルシューティング」を参照してください。

クイック設定Webをお使いになるときは、WWWブラウザの設定が
「JavaScript®を有効にする」、「ダイヤルしない」、「プロキシサーバー
を使用しない」になっている必要があります。
下記「クイック設定Webをご使用になる前に」参照

管理者パスワードの初期設定を行う
管理者パスワードは画面に従って任意の文字列（任意の半角英数字64文字まで）を入力し
てください。

2

管理者パスワード記入欄（パスワードはこちらに控えておいてください。）

管理者パスワードを忘れてしまった場合は、本商品を初期化して、設定をはじめからやり
直してください。　　下記の「本商品の初期化」参照

3 [設定］をクリックする

4 設定パターンを選択する
設定3を選択します。

接続先の設定をする
ご契約のプロバイダの資料に従って設定してください。

●接続先名：
接続先がわかるようにプロバイダの名称を任意に入力します。入力した名称が接続先の
名称として本商品に登録されます。

●ユーザー名：
プロバイダの資料に従って「認証ID]  （ログインID・ユーザーID）を入力します。 
※プロバイダによってはIDのあとに、＠ドメイン名を入れる必要があります。

●パスワード：
プロバイダの資料に従ってパスワードを入力します。 
※ご契約のプロバイダによっては不要の場合があります。

5

入力が完了したら、［設定］をクリックする6

※設定を間違えた場合は、本商品を初期化して設定をはじめからやり直してください。本商品の初期化の方法は、下記の「本商品の初期化」を参照してください。

POWERランプ

PPPランプ

VoIPランプ

VoIPランプが赤点滅・赤点灯・橙点灯している
場合は、契約内容をご確認のうえプロバイダへ
お問い合わせください。

5分ほど待ったあと、POWERランプ・PPPランプ・VoIPランプが緑点灯していることをご確認ください。

POWERランプが緑赤点滅している場合は POWERランプが緑赤点滅している場合は、PPPランプの点灯状態を確認して、下記の対処を行ってください。

3
3

▼▼PPPランプが緑点滅している場合▼▼ ▼▼PPPランプが消灯している場合▼▼POWERランプ

PPPランプ PPPランプ

POWERランプ

緑点滅

緑赤点滅 緑赤点滅

消灯

　　で設定した値が間違っていることが考えられます。下記の「本商品の初期化」を

参照して本商品を初期化し、再度　　に戻って設定し直してください。 契約内容をご確認のうえ、プロバイダへお問い合わせ

ください。

43 DIP SW
1
2
3
4

ON OFF

21
DIP SW

1
2
3
4
ON OFF

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷時の状態に戻すことをいいます。
本商品がうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、本商品を初期化してはじめから設定し直すことをお勧めします。いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷時の状態に戻
りますのでご注意ください。

本商品背面のディップスイッチを使って初期化を行います

背面にあるディップスイッチの3、4
を「ON」にする
つまようじなどの先の細いものでスイッ
チの根元に力を加えて「ON」側に倒し
てください。

前面ランプが交互に点滅したあと、
POWERランプが緑色に点灯すると
初期化が完了します。

背面にあるディップス
イッチの3、4を「OFF」
に戻す

もう一度、側面のリセットスイッチを
押す

　 でリセットスイッチを押してからは、
10秒以上の間隔をあけてください。

側面の開閉カバーを開け、ボー
ルペンの先などでリセットスイッ
チを押す

本商品の初期化

リセットスイッチ

2

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。

外部のホームページを開く
例）ホームページ : http://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/

21 WWWブラウザ（Internet Explorerなど）
を起動する

IP電話をご利用になる場合はVoIPランプが緑点灯していることを確認してください。

これでIP電話の設定は完了です。
「IP電話使いかたガイド」（別冊）および、プロバイダ／接続事業者から送付された「IP電話ご利用ガイド」などをよく読み、通話
の確認をしてください。

VoIPランプが赤点滅・赤点灯・橙点灯している場合は、契約内容をご確認のうえプロバイダへお問い合わせください。

VoIPランプ

クイック設定Webをご使用になる前に

クイック設定Webをお使いになるには、WWWブラウザ（Internet Explorerなど）の設定が以
下の設定になっていることが必要です。

●●● WWWブラウザの接続設定の確認 ●●●

■JavaScript® の設定が有効になっていること

■接続設定が「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」設定になっていること
下記を参照して接続設定を確認してください。

下記はWindows® XP/2000 Professional/Me/98でInternet Explorer Ver.6.0をご利用の
場合の設定方法の一例です。お客様の使用環境（プロバイダやソフトウェア等）によっても変わります
ので、詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

1 Internet Explorerを起動します。

2［ツール］の［インターネットオプション］を選択します。

3［接続］タブをクリックします。

4 ダイヤルアップの設定の欄で、［ダイヤルしない］を選択します。

5［LANの設定］をクリックします。

6［LANにプロキシサーバーを使用する］と［設定を自動的に検出する］の       を外します。
※プロバイダからプロキシの設定指示があった場合は、従ってください。

無線LANをご利用になる場合

無線LANカード
（WL54AG）

無線LAN端末（子機）について

本商品に装着する無線LANカードについて

無線LANサービスをご利用になるためには、本商品装着用の無線LANカードと無線LAN端末（子機）
が必要です。

本商品に装着できる無線LANカードはAterm WL54AGのみです。
本商品への装着については、無線LANカードに添付の取扱説明書をご覧く
ださい。

無線LAN端末（子機）は、別途ご用意ください。
無線LAN端末（子機）の設定については、無線LAN端末（子機）に添付の
取扱説明書をご覧ください。

無線LAN端末（子機）にAterm WL54AGをご利用の方のみご覧ください

WL54AGの添付品に「CD-ROM（ユーティリティ集）」が同梱されている場合は、CD-ROMをご参照のうえ、接続設定
を行ってください。
WL54AGの添付品に「CD-ROM（ユーティリティ集）」が同梱されていない場合は、下記URLから「ユーティリティ集」
をダウンロードし、接続設定を行ってください。

http://www.aterm.jp/bb-info/

無線LAN端末
（子機）

本商品
無線LANアクセスポイント（親機）

「お使いになる前に」（別冊）の「トラブルシューティング」をご覧のうえ、JavaScript®の設定を確認して
ください。

マニュアルの見かた

機能詳細ガイド
本商品の様々な機能については、「機能詳細ガイド」で詳しく説明しています。
「機能詳細ガイド」は、ホームページに掲載しています。下記のURLからご覧ください。

http://web.setup/manual.html
（またはhttp://www.aterm.jp/manual/p/7610hv/）

本商品のマニュアルは次の通りです。ご使用の目的に合わせてお読みください。
お使いになる前に（別冊）
本商品をお使いいただく前にあらかじめ確認していただきたい
注意事項、トラブルシューティングを記載しています。

IP電話使いかたガイド（別冊）
IP電話のご利用方法について記載しています。

本商品は「らくらく無線スタート」対応機種です。
本商品の無線LANの設定は、らくらくスタートボタン
を使って行うことができます。（無線LAN端末（子機）
側も「らくらく無線スタート」に対応している必要が
あります※）設定方法については、「らくらく無線スター
ト」に対応した無線LAN端
末（子機）に添付の取扱説
明書等をご覧ください。

※「らくらく無線スタート」に対応
した無線LAN端末（子機）につ
いては、ホームページ 
（http://www.aterm.jp/bb-info/）
にてご確認ください。

本商品には、あらかじめネットワーク名（SSID）、暗号化の設定
がされています。「らくらく無線スタート」以外で設定する場合は、
本商品側面のラベルに記載されているネットワーク名（SSID）、
暗号化設定を参照して、無線LAN端末（子機）に添付の取扱説明
書等に従って本商品と無線LAN端末（子機）との接続設定を行っ
てください。

らくらくスタート 
ボタン

ラベル
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