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ルータモードでご利用のお客様
本商品を接続して電源を入れ、「ルータモード」で起動する
ランプの確認

LANポート

回線終端装置（ONUなど）

必要なものを確認する

（大）

本体および付属品

モジュラージャック

お客様にご準備いただくもの

⑤LANケーブル
電源ランプ

WANポート

（大）

②LANケーブル

⑦電源コンセント

動作モードランプ

電話回線ポート

③電話機コード

（小）

④電話機に接続されている
電話機コード

電話機ポート

縦置き／壁掛け共用
スタンド（1 台）

壁掛け設置用ネジ
（2 個）

電話機

LANポート

LAN ケーブル
電話機コード

LAN ポート
（または LAN ボード／カード）
内蔵のパソコン

無線 LAN の設定に必要なもの

Web Caster V130
（1 台）
電源アダプタ（1 式）

本体装着用

2

本商品のWANポートと回線終端装置（ONUな
ど）をLANケーブルで接続する
※ 本商品と回線終端装置（ONU）の間にルータを
接続してご使用になることはできません。

5 パソコンを接続する

g
/b/
対応

CardBus 対応の PC カードスロットを
持ったパソコン

E8
11a
02.
/b/
g
対応

専用無線 LAN カード
お取扱相談センタ
シール
（1 枚）

（SC-32NE（1 枚）
）もしくは、
Web Caster FT-STC-Na/g（1 枚）
））

SC-32NE 専用 CD-ROM（橙 /1 枚）
もしくは、Web Caster
FT-STC-Na/g 専用 CD-ROM（青 /1 枚）

5

セントに接続する
本商品前面のランプが一度全点灯します。

8 動作モードランプが緑点灯することを確認する

ルータなど※1

パソコンの設定（Windows

®

®

モジュラージャック

7）

のロゴボタン）−［コントロールパネル］

を選択する

3 ［アダプターの設定の変更］をクリックする
［プロパティ］
4 ［ローカルエリア接続］アイコンを右クリックし、
をクリックする
※［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、
［はい］を
クリックします。

5 ［インターネットプロトコルバージョン

4（TCP/IPv4）］を選

電源コンセント

ひかり電話を
利用していない

ひかり電話を
利用している

⑤LANケーブル

WANポート

（大）

③電話機コード

6

電話回線ポート

［IP アドレスを自動的に取得する］と［DNS サーバーのアドレ
スを自動的に取得する］を選択する

7 ［OK］をクリックする
8 ［OK］または［閉じる］をクリックする

（小）

④電話機に接続されている
電話機コード

電話機ポート
（小）

1 アース線を接続する

アース端子
電源アダプタ端子

⑥電源アダプタのコード

アース線は付属されていません。別途ご準備ください。

2

本商品のWANポートとルータなどのLANポートをLANケーブルで
接続する

3 本商品の電話回線ポートと壁のモジュラージャックを電話機コード

で接続する
※本商品の「回線ダイヤルモード」設定は「自動」( 初期値 ) に設定され
ています。
加入電話をご利用になる場合は、必ず本商品の電源を入れる前にモ
ジュラージャックと本商品の電話回線ポートを電話機コードで接
続してください。

動作モードを確認する
フレッツ光※1 を利用している

へお進みください

②LANケーブル

択し、［プロパティ］をクリックする

［ネットワークとインターネット］をクリックし、［ネットワー
クと共有センター］をクリックする

7

LANポート
（大）

（Windows
1 ［スタート］

3

6 電源アダプタのコードを電源アダプタ端子に接続する
7 電源アダプタ（電源プラグ）を壁などの電源コン

本商品を接続する

パソコンのネットワークの設定が初期状態の場合は、
パソコンの設定は必要ありません。

2

本商品のLANポートとパソコンをLANケーブルで
接続します。
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。

ケーブル接続後、パソコンの電源を
入れ、電源ランプが橙点灯、動作モ
ードランプが緑点灯していることを
確認してください。
※ランプの状態が異なる場合は、取
扱説明書の「7章 故障かな？と
思ったら」をご覧ください。

アダプタモードでご利用のお客様

IEE

（ご購入の場合のみ
付属されています。）

「接続ガイド」Web Caster V130
（本書 1 枚）

本商品の電話機ポートと電話機を接続します。

クを電話機コードで接続する
※本商品の「回線ダイヤルモード」設定は「自動」(初
期値 ) に設定されています。
加入電話をご利用になる場合は、必ず本商品の
電源を入れる前にモジュラージャックと本商品
の電話回線ポートを電話機コードで接続してく
ださい。

11a
02.

保証書（1 枚）
Web Caster V130 専用
CD-ROM（1 枚）

2

4 電話機を接続する

E8

IEE

専用無線 LAN カード

＜本商品の前面＞

1

パソコン用

（SC-32NE（1 枚）
）もしくは、
Web Caster FT-STC-Na/g（1 枚）
））

①アース線

⑥電源アダプタのコード

3 本商品の電話回線ポートと壁のモジュラージャッ

※電源アダプタと電源コードが
分離している場合は、電源
コードを電源アダプタに奥ま
で確実に差し込んでお使いく
LAN ケーブル
電話機コード
（1 本／約 2m ／緑色） （1 本／約 2m ／グレー） ださい。
（大）

アース端子
電源アダプタ端子

アース線を接続する
アース線は付属されていません。別途ご準備ください。

● お客様にご用意いただくもの

（小）

取扱説明書
（1 冊）

（小）

フレッツ・ADSL を利用している
ルータを
利用していない

ルータを
利用している

6

①アース線

※1 WAN側の接続機器はUPnPに対応している必要があります。

4 電話機を接続する

本商品の電話機ポートと電話機を接続します。

5 パソコンを接続する

本商品のLANポートとパソコンをLANケーブルで接続します。
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。

6 電源アダプタのコードを電源アダプタ端子に接続する

電源を入れ、「アダプタモード」で起動する
ランプの確認

本商品前面の「らくらくスタートボタン」を使用して、本商品の動作モードを「アダプタモード」
で起動します。

らくらくスタートボタン

1「らくらくスタートボタン」を押したまま、電源アダプタ（電源プラグ）を壁などの電源コン
ルータを
利用していない

セントに接続する
（動作モードランプが緑 / 橙の交互点滅をするまで押し続ける。
）

ルータを
利用している

ルータモード
4へ
4

動作モードランプ

2 動作モードランプが橙点灯することを確認する
アダプタモード
55 へ

※2

※「アダプタモード」の起動が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。
故障の原因となることがあります。

※1 Bフレッツ、フレッツ 光ネクスト、フレッツ光プレミアム
※2 WAN側の接続機器はUPnPに対応している必要があります。

なお、動作モードに関する説明や動作モードの設定変更の詳細に関しては、取扱説明書を合わせてご覧ください。
無線 LAN をご利用の方は、取扱説明書の「4 章 無線 LAN のご利用について」も合わせてご覧ください。

IP 電話をご利用のお客様は
無線 LAN をご利用のお客様は
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＜本商品の前面＞
動作モードランプが橙点灯している
ことを確認してください。

へ
へ

※ランプの状態が異なる場合は、取
扱説明書の「7章 故障かな？と
思ったら」をご覧ください。

7
1
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インターネットの設定（ルータモードのみ）

Webブラウザを起動し、「http://setup.ﬂetsphone/」もしくは本商
品のIPアドレス「http://192.168.100.1/」(工場出荷時)と入力
し、「Web設定」ページを開く
機器設定用パスワードの初期設定を
行う
パスワードに使用できる文字は、0
〜9、a〜z、A〜Z、-（ハイフ
ン）、̲（アンダースコア）です。
最大半角64文字まで設定できます。

ユーザー名に「user」を、パス
4 ワードに手順2で入力した機器

ここでは、Windows® 7 のパソコンに SC-32NE を接続してご使用になる場合を例に説明しています。
Web Caster FT-STC-Na/g の場合も手順は同様です。

設 定 用 パ ス ワ ード を 入 力 し
［OK］
をクリックする

1

機器設定用パスワード

機器設定用パスワードは上記の表に記入しておくことをお勧めし
ます。
忘れた場合は、本商品を初期化して設定を初めからやり直してく
ださい。取扱説明書の「8-3 本商品の初期化」を参照してくださ
い。
機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登
録してください。
パスワードはお客様にて厳重に管理してください。

接続先ユーザ名、接続パス
ワードを入力する
接続先ユーザ名：
プロバイダの資料にした
がって、接続先ユーザ名を
入力します。
例：xxxxx@xxxxx.ne.jp
接続パスワード：
プロバイダの資料にしたがっ
て、接続パスワードを入力し
ます。
※接続先ユーザ名、接続パス
ワードに使用できるのは、
半角の英数字と記号で最
大128文字までです。

2

ランプ

1 インストールしたSC-32設定用ユーティリ

ティから「無 線 L A N 簡 単 接 続 機 能（プッ
シュボタン方式）」を起動する
起動方法は、無線LANカードの取扱説明
書などを参照してください。

拡張カード
スロット
らくらく
スタート
ボタン

2 本商品前面の「らくらくスタートボタン」

ユーティリティのインストール
この時点では、SC-32NE をパソコンの PC カードスロットに装着
しないでください。

2

付属の「SC-32NE 専用 CD-ROM」（橙）を CD-ROM ドライブに
セットする
［メディアからのプログラムの
※［自動再生］画面が表示された場合は、
インストール / 実行］に表示されたプログラムをクリックします。
※［ユーザーアカウント制御］画面が表示されたら［はい］をクリック
します。

無線ランプ
（緑点滅）

「無線 LAN 簡単接続機能」での設定が開始
されると、本商品前面の無線ランプが緑点
滅します。
（設定によっては橙点滅する場合
があります。）

8
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へ
へ

無線ランプ
（緑点滅）

3 本商品前面の無線ランプが橙点灯すること
を確認する
おまかせモード（無線LAN簡単接続機
能）での無線LAN設定が完了し、無線ラ
ンプは橙点灯後、緑点灯に変わります。

3 画面にしたがってインストールする
4 SC-32設定用ユーティリティのイ

以降画面にしたがってWebブラウザを終了させてください。

らくらくスタート
ボタン

を1秒以上押し、本商品前面の無線ランプ
が緑点滅したら離す

1 Windows® 7 を起動する

6［設定］をクリックする

IP 電話をご利用のお客様は
無線 LAN をご利用のお客様は

3［設定］をクリックする

3 「らくらくスタートボタン」で設定する

無線LANカードを取り付ける

※装着の際は、本商品の電源を切った状態で取
り付けてください。
無線LANカード「SC-32NE」を拡張カードス
ロットの奥まで確実に装着する
無線LANカードは図の通り、本商品前面の「ら
くらくスタートボタン」を右側にして無線LAN
カードのランプが見える方向で正しく装着して
ください。誤った方向で装着すると本商品や無
線LANカードが破損する場合があります。

5 プロバイダ情報にしたがって

機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりま
すので、控えておいてください。

無線LANの設定をする

ンストールが完了すると、SC-32
ドライバのインストール画面が表
示されるので、パソコンのPC
カードスロットにSC-32NEを装
着する

無線ランプ
（橙点灯）

設定中に無線ランプが10秒間赤点滅した場合は、設定に失
敗しています。取扱説明書の「 「無線LAN簡単接続機能」
での設定に失敗した場合」をご覧になって、設定をし直して
ください。

ドライバのインストールが完了し
ます。

お知らせ
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● アダプタモードで無線LAN簡単セットアップをご利用になる場合は、必ずWAN側にルータを接続し、ルータからIPアドレスが自動的に割り当てられる状
態で行ってください。

IP電話の設定をする

アダプタモードでご利用の場合は、本商品とパソコンを有線でつないだ状態で IP 電話の設定をしてください。

ご注意ください

IP電話設定
IP電話をご利用いただくためには、別途プロバイダとのIP電話サービス契約および本商品へのIP電話設定が必要です。
本商品へのIP電話設定は、プロバイダのホームページなどから自動的に行うことができます。
ただし、プロバイダによっては、別途プロバイダから送付された設定情報を本商品の設定画面から入力していただく必要があります。本商品の設定
画面からIP電話設定を行うようにプロバイダから指示されている場合のみ、下記の記載にしたがって各項目の設定を行ってください。
IP電話の設定方法は各プロバイダのIP電話サービスにより異なりますので、ご契約のプロバイダのホームページなどでご確認のうえ、設定を行って
ください。なお、本商品の「対応プロバイダ」が提供するIP電話サービスのホームページへは、下記のURLからアクセスが可能です。
■［NTT東日本］http://ﬂets.com/ipphone/
■［NTT西日本］http://ﬂets-w.com/ipphone/

3
1
2
3
4
5
6

4

5

7
8

10
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SIPサーバアドレス
SIPサーバポート番号
（初期値：5060）
REGISTERサーバアドレス
REGISTERサーバポート番号
（初期値：5060）
IP電話番号
プロバイダから指定されたIP電話番号を入力
してください。
例：050 XXXX XXXX
ご契約のプロバイダによってはIP電話番号以
外が設定される場合があります。
プロバイダのホームページなどから自動的に
設定された場合は、変更しないでください。

使い方でご不明な点がございましたら、下記へお気軽にご相談ください。

■NTT東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

設定画面から IP 電話の設定を行う場合、Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページ（「http://setup.ﬂetsphone/」 もしくは本
商品の IP アドレス「http://192.168.100.1/」
（工場出荷時））を開き、メニューの［電話設定］−［IP 電話基本設定］から、IP 電話サー
ビスに接続するための設定を行います。

2

自動更新の場合、最新のファームウェアが公開されると、あらかじめ設定された時間帯（午前1時〜午前5時）にバージョンアップを
自動で行うために、ご利用中のサービスが約1分間ご利用いただけなくなることがございます。
あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。アップデート設定を変更する場合は、「機能詳細ガイド」の「Web設定の使
いかた」の［メンテナンス］−［ファームウェア更新］を参照してください。
●IP 電話をご利用の場合は別途プロバイダとの契約が必要です。

お問い合わせ先

※必ずインターネットに接続したあとに、設定してください。

1

● 本商品は、常に最新のファームウェアをご利用いただけるよう、ファームウェアのアップデート設定が「自動更新」に設定されています。

SIPドメイン名
ユーザID
8 パスワード
9［設定］をクリックしてください。本商品前
面のIP電話ランプが緑点灯したら、IP電話が
利用可能となります。
10［保存］をクリックしてください。設定内容
が保存されます。
6

●本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ

■NTT西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）で
ご利用のお客様

0120-970413（9:00〜17:00）
PHS・050IP電話からご利用の場合（通話料金がかかります。）
03-5667-7100
年末年始12月29日〜1月3日は休業とさせていただきます。

●本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ

0120-248995※1（9：00〜17：00）
※1携帯電話・PHSからもご利用になれます。
年末年始12月29日〜1月3日は休業させていただきます。
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●パソコンの接続・設定などに関するお問い合わせ

0120-275466（9:00〜21:00

携帯電話からご利用の場合（9:00〜21:00 年中無休）（通話料金がかかります。）
0570-064074
※PHS・050IP電話からはご利用いただけません。

は、プロバイダから指定された値を入力
してください。
2 、 4 は、特にプロバイダから指定のない場合
は初期値を変更しないでください。

0120-248995※1（24時間

年中無休※2）

※1携帯電話・PHSからもご利用になれます。
※2故障修理などの対応時間は9:00〜17:00です。

●故障に関するお問い合わせ

0120-242751（24時間
1〜8

●故障に関するお問い合わせ

年中無休）

年中無休※）

※17：00〜翌日9：00までは、録音にて受付しており順次ご対応いたします。
※故障修理などの対応時間は9:00〜17:00です。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。（2011年6月現在）
IP電話の詳細については、ご契約されているプロバイダへお問い合わせください。
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