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■はじめに

この度は、「WiFiファインダー」(EWG-A1200G)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、 「WiFiファインダー」(EWG-A1200G)のご使用方法をご説明いたしますので、ご使用前に必ずお読みいた

だきますようお願いいたします。

■ご使用になる前に

本製品の品質には万全を期しておりますが、万一にも本製品の内容物もしくは付属品の欠陥、外観にキズ等がご
ざいましたら、製品購入後１週間以内かつ製品ご使用前に必ずご連絡ください。

製品購入後１週間を経過した場合、もしくは製品ご使用後のご指摘につきましては応じかねますので、あらかじめ
ご了承ください。

■付属品

■ご注意

お問い合わせ先 　：　 イーレッツ株式会社 　サポート係 　support@e-lets.co.jp

安全にお使いいただくために必ずお守りください。
お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守って頂き

たい事項を記載しました。
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。
取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルおよび周辺の電気機器の故障/トラブルは、弊社の保証対

象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

警告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、
使用者が死亡または、重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

　　　　 注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがしたり、物理損害の発生が考えら
れる内容を示しています。

絵記号の意味

警告・注意を促す内容を示します。　（例：　　　　感電注意）

してはいけない事項（禁止事項）を示します。　（例：　　　　分解禁止）

しなければならない行為を示します。　（例：　　　 プラグをコンセントから抜く）

1

製品には万全を期しておりますが、万一不足しているものがありましたらお買い求めの販売店、弊社サポートまでご連絡ください

・本体　 　　　 　 　　　・USBケーブル　　 　　 ・ＣＤ－ROM      　・マニュアル（本書）
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本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、す
ぐに製品本体の全てのケーブルを取り外して下さい。
そのまま使い続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
弊社サポートまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

2

警告
本製品を取り付け、使用する際には、必ずマニュアルに記載されている手順を守ってください。

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。

濡れた手で本製品に触れないでください。
感電の原因となります。 また、電源が入っていない時でも本製品の故障の原因となります。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに製品本体の全てのケーブルを取り外して下さい。
そのまま使い続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
弊社サポートまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱いを理解した大人の監視、指導のもとで行う
ようにしてください。　　　　

本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
火災や感電の恐れがあります。

風呂場など、水分や湿気が多いところでは、本製品を使用しないでください。　　　　　
火災になったり、感電・故障する恐れがあります。

注意
本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
そのまま使い続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
弊社サポートまたは、お買い求めになった販売店にご相談ください。

本製品の上に物を置かないでください。
傷がついたり、故障の原因となります。

シンナー・ベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、
かたくしぼってから拭き取ってください。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身
体の静電気を取り除いてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。

各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。各接続コネクタには手を触れないでください。
故障の原因となります。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品や周辺機器に悪影響を及ぼすことがあり
ます。
・強い磁界が発生するところ
・静電気が発生するところ
・温度、湿度が高いところ、または結露するところ　　→故障の原因となります。
・振動が発生するところ　→けが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ　→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ
・火気の周辺、または熱気のこもるところ　→故障や変形の原因となります。
・漏電または漏水の危険があるところ　→故障や感電の原因となります。

本製品を破棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
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■各部の名称

3

②① ③

④

①電源ON/OFF/充電スイッチ　　　②Prevボタン　　　③Nextボタン

④DETECTボタン　　　⑤液晶ディスプレイ　　　⑥USBポート　　⑦キャップ

■ドライバとユーティリティのインストール

⑤

⑥

⑦

　①添付のCD-ROMをパソコンにセットします。　しばらくすると、自動的に下図のメニューが起動します。

　②「Setup Driver and Utility」をクリックすると、ドライバとユーティリティのインストールが開始されます。

まだ製品をパソコンに取り付けないで下さい。

本製品をパソコンに取り付ける前に、ドライバをインストールする必要があります。

先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は「キャンセル」
をクリックして、本製品をパソコンから取り外して下さい。
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　③インストールが開始されたら、下記の手順でセットアップします。

(1) 「Next」ボタンをクリックしてください。 (2)必要に応じてインストール先のフォルダを指定し、
「Next」ボタンをクリックしてください。

(3) 「続行」ボタンをクリックしてください。
(4) インストール完了です。「Finish」ボタンをクリックして

プログラムを終了します。

■ユーティリティのアンインストール

　「スタートメニュー」→「プログラム」→「 VUNEX Wireless IEEE 802.11b+g Wireless LAN – USB 」→「Uninstall Vuex 

Wireless Utility Application」を選択すると、ユーティリティを削除できます。

　もしくは、コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」から削除します。
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■ご使用方法

●バッテリーの充電

本製品には内蔵バッテリーが搭載されており、USBポートから充電することにより、単体で持ち歩いて無線LANの
電波を検知することが可能となります。

　①電源ON/OFF/充電スイッチを 「　　/CHG」側にします。
　②キャップを外し、PCのUSBポートに接続します。
　③充電が開始されると、下図のように「Recherging…」と表示され、充電中であることをお知らせします。

　④充電が終了すると、下図のように「Charge Complete」と表示され、充電が終了したことをお知らせします。

　⑤充電を途中でやめる場合は、電源ON/OFF/充電スイッチを 「OFF」側にします。
下図のように「Stop Charging」と表示され、充電を中断したことをお知らせします。

　※USBポートに接続した状態から充電を開始する場合、一旦USBポートから本製品を外し、電源ON/OFF/充
電スイッチを 「　　/CHG」側にしてから、再度USBポートに接続する必要があります。

　　　例えば無線LANアダプタとして使用し、USBポートに接続したままスイッチをON/OFFしても、充電は開始さ
れません。
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●無線LANの電波を検知する

　①電源ON/OFF/充電スイッチを 「　　/CHG」側にします。
　②タイトルスクリーンの後、検索が開始されます。

　③検索が終了すると、下図の画面に切り替わり、情報が表示されます。

　　・「PREV」「NEXT」ボタンを押すと、検出したネットワークの順に表示が切り替わります。

　　・「DETECT」ボタンを押すと、再度検索します。

　　・「DETECT」ボタンを３秒以上押し続けると、検知した情報を保持します。（ロックモード）

　　　情報を書き留めておきたい時などにはロックモードにしておくと便利です。
　　　ロックモードを解除するには、 「DETECT」ボタンを３秒以上押し続けます。

1 2
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5 8
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8

「INFRA」：インフラクチャモード 　　「ADHOC」：アドホックモード

「b」：802.11b　　「g」： 802.11g

電波の強度　（表示は５段階です）

検出したネットワークの順番と総数　（順番／総数）

ネットワークのチャンネル

「OPEN」：セキュリティなし　　「WEP」：WEPによるセキュリティ　　「WPA」：WPAによるセキュリティ

SSID (IDが長い場合は、スクロールして表示されます）

バッテリの残量　（表示は３段階です）



User’s Manual
7

● 無線LANアダプタ（子機）として使用する

①本製品のキャップを外し、パソコンのUSBポートに接続します。

② 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が自動的に起動されますので、下記のとおりセットアップします。

はじめて本製品をパソコンに接続する場合、以下の手順でセットアップします。

　※必ず、本製品をパソコンに接続する前に「 ■ドライバとユーティリティのインストール」を実施してください。

(1) 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」
ボタンをクリックしてください。

(2)「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、
「次へ」ボタンをクリックしてください。

(3) 「続行」ボタンをクリックしてください。 (4) 「完了」ボタンをクリックしてください。
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　③本製品がWindowsに正しく認識されると、タスクバーに「VUNEX Wireless Utility」が表示されます。
　　無線LANアダプタとして使用する場合、 「VUNEX Wireless Utility」は使用しません。
　　アイコン上で右クリックし、「Exit VUNEX Wlan」を選択して終了させます。

　④次回からも「VUNEX Wireless Utility」が起動しないよう、スタートアップから削除（もしくは別の所へ移動）してくだ
さい。　

　　※アクセスポイントとして使用する場合には、スタートアップから削除しません。

スタートメニューから、「スタートアップ」→「VUNEX Wireless Utility」で右クリックし、「削除」もしくは「切り取り」します。

　⑤[スタート] ボタンから [コントロール パネル]を選択し、[ネットワークとインターネット接続] をクリックし、ネットワー
ク接続を選びます。
[ワイヤレス ネットワーク接続]アイコンをダブルクリックします。
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⑥「ワイヤレスネットワークの接続状態」が表示されるたら、「プロパティ」をクリックします。

⑦「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックし、「Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックがある

ことを確認します。（チェックがない場合は、チェックして「ＯＫ」をクリックします）

⑧「ワイヤレスネットワークの接続状態」の「ワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

⑨接続するネットワークを選択し、「接続」をクリックします。

※その他の詳細なワイヤレスネットワークの設定につきましては、Windowsのヘルプ等をご参照ください。



User’s Manual
10

● アクセスポイント（親機）として使用する

本製品は、通常の無線LANアダプタ（子機）としてだけでなく、無線LANアクセスポイント（親機）として使用するこ
ともできます。

※必ず、本製品をパソコンに接続する前に「 ■ドライバとユーティリティのインストール」を実施してください。

①「■無線LANアダプタ（子機）として使用する」の、①～②と同じ手順でハードウェアのセットアップを実施します。

②ハードウェアのセットアップが終了し、本製品がWindowsに正しく認識されると、タスクバーに「VUNEX Wireless 
Utility」が表示されます。

③タスクバーのアイコンをダブルクリックするか、右クリックして「Open Utility Window」を選択し、ユーティリティを
起動します。

※ 「●無線LANアダプタ（子機）として使用する」で、スタートアップから「VUNEX Wireless Utility」を削除してし
まった場合は、 「VUNEX Wireless Utility」のショートカットをスタートアップに登録しなおしておきます。

④「MODE」を、「Station」から「Access Point」に変更します。
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⑤「MODE」を「Access Pointo」に変更すると、図のように表示が切り替わります。

　各欄の設定をご利用のネットワークにあわせて変更してください。

現在アクセスポイ
ントに接続している
機器（MACアドレス）
のリストです。

アクセスポイントと
して使用する機器
（本製品）を選択し
ます。

アクセスポイントの
ネットワーク設定が
表示されます。

設定を変更します。

ボタンを押すと、下
図の設定画面が表
示されます。

1

2

3

4

5

6

7

8

モードの設定

チャンネルの設定

SSIDの設定

設定の変更

認証方式の設定

WEPの設定

MACアドレスフィルターの設定

ブリッジの設定
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無線チャンネルを1～14のうちどれかに設定します。　他のアクセスポイントと競合すると正常に通信出来なく
なる場合がありますので注意してください。

1

2

3

4

5

6

7

8

モードの設定

チャンネルの設定

SSIDの設定

設定の変更

802.11b+g Mixed Mode ：802.11bと802.11gの両方の方式で接続可能となります。
802.11g only ： 802.11gでのみ接続可能となります。
802.11b only ： 802.11bでのみ接続可能となります。

半角で32文字までのSSＩＤを入力します。　「Hide SSID」にチェックすると、他の機器にSSIDが表示されなくなり
ます。

1

認証方式の設定

WEPの設定

MACアドレスフィルターの設定

ブリッジの設定

3 の設定を変更する場合、このボタンをクリックすることで変更が可能となります。変更中は「Apply」
の表示になりますので、変更を確定するとき再度このボタンをクリックします。

2

Open System ： アクセスポイントに認証キーを通信させないで接続します。
Shared Key ： アクセスポイントに認証キーを通信させて接続します。

Enable ： WEPを有効にします。　「Setting」をクリックしてWEPキーを設定してください。
Disable ： WEPを無効にします。

登録したMACアドレスの無線LAN端末以外は接続しない、
もしくは、登録したMACアドレスの無線LAN端末のみ接続
するよう、設定できます。

Disable ： フィルターを無効にします。
Accept ： 登録した端末のみ接続できます。
Reject ： 登録した端末は接続できません。

00～15に、登録する端末のMACアドレスを入力します。

設定を確定するときは「Apply」をクリックします。

リストに表示されるローカルネットワーク機器を選択することにより、アクセスポイントとローカルネットワーク
が接続されます。　アクセスポイントに接続した無線LAN端末から、ローカルネットワークへのアクセスが可能
となります。
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型番 EWG-1200G 

規格 IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠

液晶画面サイズ 96×32 （ELバックライト付）

インターフェース USB 2.0

周波数範囲 2.4000～2.4835GHz （産業科学医療用バンド）

伝送方式 OFDM - BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM(11g) BPSK, QPSK, CCK (11b)

データ転送速度 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1Mbps（自動通信レート制御）

バッテリー 4.2Vリチウムイオン充電池

セキュリティ 64/128/256bit WEP、WPA-PSK(AES、TKIP)

アンテナ 内蔵アンテナ

取得規格 TELEC、CE 、FCC、WEEE、RoHS準拠

送信パワー 16dBm (平均)

電源 大：DC5V 0.5A　（USBバスパワー動作）

消費電力 大：2.5W

重量 約30ｇ

使用環境 温度：0 ～40℃　湿度：20～80％（結露なきこと）

保障期間 1年間

対応OS WindowsXP

寸法 14(H)×28.5(W)×91(D) （突起含まず）

■仕様　

13
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■保証とサービス　

・保証書
　本製品には保証書が付属しています。内容をお確かめの上、大切に保管してください。
　●保障期間と保証規定については製品に同梱された保証書を参照してください。
　●修理を依頼する場合は弊社サポートまでご依頼ください。
　
　　イーレッツ株式会社　サポート　support@e-lets.co.jp

・ユーザー登録
　本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユーザー登録されている方でなければ受けること
　が出来ません。ユーザー登録は必ず行ってください。ユーザー登録後に製品を譲渡した場合は、ユーザー登録
　を変更することができません。

・修理

製品送付先 〒460-0002　名古屋市中区丸の内2-18-20 坂長ビル

イーレッツ株式会社　サポート宛

TEL : 052-202-1102

送付していただくもの ・障害の起きる製品

・下記チェック項目について明記した資料

・本製品の保証書の原本

送付方法 宅配便等、送付された控えが残る方法でお送りください。

・郵便は固くお断り申し上げます。

・送料は送り主様のご負担とさせていただきます。

輸送中の事故につきましては弊社で責任を負いかねますので、ご了承ください。

修理費用 保証書に記載の保障期間中であれば無償修理となります。詳細は保証書をご覧くだ
さい。

・保証書の原本が添付されていない場合は、有償になる場合がありますので、必ず添
付してください。

修理期間 修理期間は、弊社到着後7日程度（弊社営業日数）を予定しております。諸事情により
14日（弊社営業日数）以上かかる場合は弊社よりご連絡いたします。

連絡していただきたい事項 ①返送先お名前/住所/電話番号（内線）/FAX番号

②平日昼間の連絡先お名前/住所/電話番号（内線）/FAX番号

③修理対象の弊社製品

④弊社製品のシリアルNo.

⑤具体的な症状/エラーメッセージ

⑥発生状況（はじめから/ある日突然/環境を変えたら）

⑦発生頻度（必ず/頻繁/時々/時間が経過すると、など）

⑧その他周辺機器（メーカ名/型番/シリアルNo.）

⑨OS（メーカ名/ソフト名/バージョン）

⑩アプリケーション/バージョン（症状に依存のある場合はその詳細）

⑪製品以外の添付品（付属ソフトなど）
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