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4ポート ギガビット
ブロードバンドルータ

らくらく！ 
かんたん設定ガイド

BRL-04G

はじめに

BRL-04G前面

BRL-04G背面

設定の手順�

各部の名称とはたらき

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
　※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●設定の手順は次のようになります。

●別途ご用意ください。

らくらく！ かんたん設定ガイド BRL-04G（本製品）

専用ACアダプタ 縦置きスタンド

LANケーブル（ストレート1m） BRL-04G CD-ROM（マニュアル）

安全に関する説明書 保証書

有線LANポートのある
コンピュータ

LANケーブル

らくらく！ かんたん設定ガイドの記号

操作に必要な部分だけ表示していることがあるため、実際に表示される画面
と違うことがあります。
WEBブラウザの画面は、Internet Explorerを使用しています。

キーボードを使用し
て入力します。

確認します。

クリック

ダブルクリック

右クリック

設定する順番

表示されるウィンドウ

ウィンドウ内の設定する
アイコン/ボタンなど

各機器の接続

BRL-04Gの設定

・「接続アカウント」 の設定

「インターネット接続」 の確認

LAN

1 2

※ 本紙より詳細な情報が必要なときは、BRL-04G CD-ROM 内のマニュアルを参照してください。 BRL-04G CD-ROMをコンピュータの CD/DVDドライブに
挿入すると自動的にメニューが表示されます。（Windows のみ）自動的に表示されないときは、BRL-04G CD-ROM 内の index.htmlを開いてください。

Version：1.0　PMN-04-08-TY-BRL-04G

Status（赤）
点滅：本製品の起動または
� 工場出荷時の状態に
� 戻しているとき

LAN（緑）
上側：1000Mbps
下側：10/100Mbps
点灯：LAN 側にリンク中
点滅：LAN 側に通信中

Power（緑）
点灯：電源 ON
消灯：電源 OFF

WANポート
モデムと付属の LAN ケーブルで接続します。

RESETボタン
工場出荷時の状態にもどします。

LANポート
コンピュータ/ ハブなどを接続します。

電源コネクタ
専用 AC アダプタを接続します。

WAN（緑）
点灯：WAN 側にリンク中
点滅：WAN 側に通信中

4

●インターネットに接続できないときは

更新
[ 更新 / 接続 ]をクリックします。

設定内容
ユーザ名、パスワードの内容を確かめます。 大文字小文字の違い、類似文字 0（ゼロ）とO（オー）

など確かめてください。

回線
一時各機器の電源を全ておとして、30 分から1 時間程度たってから　　　～　　　を参照して電源

を再投入します。

困ったときは

工場出荷時設定は次のようになっています。

※セキュリティをあげるため、変更をお勧めします。

　BRL-04G CD-ROM内のマニュアルを参照してください。

情報欄

STEP

33
STEP

11

●「192.168.1.1に接続」

ユーザー名� 空欄

パスワード� password

● 本製品のIPアドレス/サブネットマスク

IPアドレス� 192.168.1.1

サブネットマスク� 255.255.255.0

● DHCP機能

DHCP� 有効

リースIP� 192.168.1.21～191.168.1.149

聞きたいことがある！困った！

M E M O

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

●技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。

お客様のご協力をお願いいたします。

○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー

○ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名（Windows XP/Meなど）

○ご使用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など）

○ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳

細を書きとめてください）

問い合わせ前のお願い

〈お問い合わせフォーム〉
http://www. planex. co. jp/support/techform/

受付：24時間

〈電話〉
フリーダイヤル：0120-415977
受付：月～金曜日、10～12時、13～17時
＊祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉
ファクス番号：03-5614-1018
受付：24時間

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
● Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● Macintosh は Apple Computer,Inc の登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取り扱い説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。
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