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ご利用コースの変更、オプションサービスのお申し込み、各種お問い合わせなど、お電話またはCCNetホームページで受付しております。

パソコン設定のお問い合わせ・ご依頼

お使いのパソコンにどの機器を取り付けていいのかわからない場合は、パソコン
ショップの店頭で、お使いのパソコンの機種名をお伝えいただき、適切な機器を
ご購入されるのが確実な方法です。
また、接続・配線等を行うパソコン設定業者（有料）も紹介いたしますので、お気軽
にお問い合わせください。
お問い合わせ先は、下記をご参照ください。

このたびはインターネット接続サービスにご加入いただき誠にありがとうございます。
このマニュアルには、CCNetのインターネットをご利用いただくためのパソコン設定の方法を記載して
おります。ご加入時のパソコン設定、パソコンを買い換えられた時などの再設定等に必要となりますので、
別紙インターネット接続サービス登録確認書とともに、大切に保管してください。 

インターネット接続サービス
かんたんユーザ設定マニュアル
インターネット接続サービス登録確認書とともに大切に保管願います。

春日井市・小牧市・犬山市・扶桑町・大口町・名古屋市緑区・豊明市・日進市・東郷町

各務原市・美濃加茂市・川辺町・白川町・八百津町

愛知県

岐阜県

川越町・朝日町・桑名市多度町三重県

養老町岐阜県

豊川市愛知県

本巣市岐阜県

お問い合わせは
お気軽に！！

時間
対応24

http: //www.ccnw.co.jpURL

CCNetホームページのインターネット設定マニュアルをご参照ください。

http: //www.ccnw.co.jp/m/URL
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有線接続の場合

無線接続の場合

パソコンとケーブルモデム または D-ONUの接続

通常、パソコンとケーブルモデム または D-ONUを接続するだけでインターネットへ接続できるように
なります。ホームページを閲覧するなどして、インターネットに接続できるかご確認ください。
接続できない場合は、Step3・Step4の内容をご確認ください。

本マニュアルについて

2 3

※備考
●Windows 10/8/7/Vistaのパソコンの多くはLAN端子が標準で内蔵されています。
●LAN端子の規格には、10BASE-T、１００BASE-TX、1000BASE-Tなどがあります。主な違いは接続速度で、数値の大きい規
格のほうが高速通信の接続が可能です。
●10Mbps以上のサービスをご利用のお客様は100BASE-TX以上、100Mbps以上のサービスをご利用のお客様は
1000BASE-T規格をお勧めします。規格が通信速度に満たない場合、性能を十分に発揮できません。

●パソコン1台を接続
パソコンとケーブルモデム 
または D-ONUを直接
LANケーブルで接続します。

※ケーブルモデム または D-ONUが完全に起動するには数分かかります。完全に起動するまでインターネットには接続できません。
※ランプ状態の詳細は、ケーブルモデム または D-ONUのマニュアルをご参照ください。

本マニュアルでは、CCNetのインターネットをご利用いただくためのパソコンの確認からケーブルモデム 
または D-ONUとの接続、パソコンのネットワーク設定、ブラウザの設定までをご紹介しています。
メールアドレスの登録および設定については、CCNetホームページにてご案内しておりますので、そち
らをご参照ください。

パソコンの電源を切り、ケーブルモデム または D-ONUのＡＣアダプターを抜いておいてください。
「ケーブルモデム または D-ONU」背面のLAN端子とパソコンのLAN端子を、付属のＬＡＮケーブルで接続してく
ださい。短い場合などは市販のＬＡＮケーブル（カテゴリー５e以上対応ストレートケーブル）を別途ご用意ください。
ケーブルモデム または D-ONUの電源を入れてください。
数分待ってからパソコンの電源を入れてください。

LAN端子
（イーサネット端子）

パソコン

ケーブルモデム または D-ONU

LANケーブル

LANケーブル

LANケーブル

無線
無線

無線

LAN
ケーブル LAN

ケーブル
LAN
ケーブル

ケーブルモデム または D-ONU

ケーブルモデム または D-ONU

パソコン

HUBまたはルーター

無線ルーター親機

※HUB、ルーター、無線ルーター親機、LANケーブルなど、各種機器等については、お客様でご用意ください。
※HUBを使用する場合は、IPアドレスの追加のお申し込みが必要な場合があります。

Wi-Fiを用いて、電波の届く
範囲内で、ケーブルモデム
またはD-ONUとパソコンを
無線で接続することも可能です。
Wi-Fiなら、余分な配線をせ
ずに接続できます。

①
②

③
④

HUBまたはルーターを介して
ケーブルモデム または D-ONU
と各パソコンをLANケーブルで
接続します。

●パソコン複数台を接続

インターネットご利用に必要な設定の流れ

Step 1

Step 2

Step 2

Step 3

Step 4

本書の
内容

パソコンの確認

ここから先は、
CCNet

ホームページを
ご参照ください。

★CCNetのメールアドレスで、メールを使うための設定をご案内します。

★ホームページの閲覧など、インターネットを使うための設定をご案内します。

パソコンとケーブルモデム または 
D-ONUの接続

メールアドレスの登録・変更

はじめに、CCNet ホームページへアクセスします。 

CCNetホームページ上の「マイエリアを設定」ボタンを
クリックし、お住まいの地域をご選択ください。
次に「お客様サポート」をクリックし、画面左のメニューから「インター
ネット設定マニュアル」の「インターネット管理ページ」をご覧ください。

CCNetホームページ上の「お客様サポート」の画面左の
メニューから「インターネット設定マニュアル」をご覧ください。

パソコン本体へのメールの設定

パソコンの設定（ネットワーク接続）

パソコンの設定（ブラウザ）

パソコン パソコン パソコン

パソコン パソコン パソコン

http://www.ccnw.co.jp/m/

Step 5

Step 6

URL

パソコンの確認

お手持ちのパソコンに、LAN端子（イーサネット端子）があるかご確認ください。
無い場合、パソコンの機種にあったものをパソコンショップなどでご購入のうえ、
お取り付けください。

Step 1

http: //www.ccnw.co.jpURL
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パソコンの設定（ネットワーク接続）

Windows 10 の場合

4 5

STEP

「ネットワーク接続」ウィンドゥが表示されます。「イーサネット」
を右クリックし、「プロパティ（R）」をクリックしてください。
※パソコンによっては「イーサネット」と表示されない場合も
あります。その際は、「LANケーブルのアイコン」のあるもの
を選択してください。

5 「イーサネットのプロパティ」ウィンドゥが表示されます。
「インターネットプロトコルバージョン4（TCP／IPv4）」を
選択し、「プロパティ（R)」をクリックしてください。

「ネットワークとインターネット」ウィンドゥが表示された
ら、「イーサネット」を選択し、右画面の「アダプターのオプ
ションを変更する」を選択してください。

6 「インターネット プロトコル バージョン 4（TCP／IPv4）のプ
ロパティ」ウィンドゥが表示されます。「IPアドレスを自動的に
取得する（O）」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得す
る（B）」の２つの項目を選択し、「OK」をクリックしてください。

Step 3

画面左下の「Windows マーク     」を選択し、
表示されたメニューから「     設定」を選択してください。

「設定」ウィンドゥが表示されたら、
「ネットワークとインターネット」を選択してください。
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2

3

Windows 8 の場合
「ネットワーク接続」の画面で、使用する「イーサネット」
のアイコンを右クリックして、表示されたメニューから
「プロパティ(R)」を選択してください。
※タッチパネルの場合は、アイコンを長押ししてメニューを    
　表示してください。

5 「イーサネットのプロパティ」ウィンドゥが表示されたら、
「ネットワーク」タブで、「インターネットプロトコル バージョン
4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ（R)」をクリック
してください。

「ネットワークと共有センター」ウィンドゥが表示されたら、
画面左側のタスクから「アダプターの設定の変更」を
選択してください。

「インターネット プロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)の
プロパティ」ウィンドゥが表示されたら、「IP アドレスを
自動的に取得する(O)」と「DNS サーバーのアドレスを
自動的に取得する(B)」の２つの項目を選択し、「OK」を
クリックしてください。

コントロール パネルを表示します。
①キーボードの「Windows　　」キーを押しながら「D」
　キーを押してデスクトップ画面を表示してください。
※スタート画面が表示されている場合の操作方法です。
　既にデスクトップ画面が表示されている場合は、②に
　進んでください。
②画面右端から左へスワイプ(※) し、表示されたチャーム
　の「設定」から「コントロールパネル」を選択してくだ
　さい。

「コントロールパネル」ウィンドゥが表示されたら、
「ネットワークの状態とタスクの表示」を選択してください。

※スワイプの操作方法
　スワイプとは、タッチパネルの画面に指を触れたまま
　特定の方向に指を滑らせる操作です。
※Windows 8 搭載のタッチパネルの場合は、画面の端から
　スワイプすることで操作が可能です。
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Windows 8 の場合
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6 7

Mac OSX 10.7 以降の場合
デスクトップの下部の「Dock」から、
「システム環境設定」をクリックしてください。

「DNS」タブをクリックして、「DNSサーバ」に何も入力
されていないことを確認して、「OK」をクリックしてくだ
さい。

「システム環境設定」ウィンドゥが表示されたら、
「ネットワーク」をクリックしてください。

「ネットワーク」ウィンドゥが表示されたら、「適用」を
クリックして、左上の「×」ボタンをクリックして画面を
閉じてください。

「ネットワーク」ウィンドゥが表示されたら、「ネットワーク
環境」は「自動」とし、左のメニュー部分で「Ethernet」
を選択し、「IPv4の構成」が「DHCPサーバを使用」と
なっていることを確認し、「詳細...」をクリックしてくださ
い。
※すでにネットワークに接続できている場合は、
IPアドレスなどの項目に自動的に値が入力されます。
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3

パソコンの設定（ネットワーク接続）Step 3

1 4

5
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3

（Windows Vistaの場合もほぼ同様です）Windows 7 の場合
「ローカルエリア接続の状態」ウィンドゥが表示されたら、
「プロパティ(P)」をクリックしてください。

「ローカルエリア接続のプロパティ」ウィンドゥが
表示されたら、「インターネット プロトコル バージョン 4
（TCP／IPv4）」を選択し、「プロパティ（R）」をクリック
してください。

「ネットワークと共有センター」ウィンドゥが表示されたら、
「ローカルエリア接続」をクリックしてください。

「インターネット プロトコル バージョン 4（TCP／IPv4）
のプロパティ」ウィンドゥが表示されたら、「IPアドレス
を自動的に取得する（O）」と「DNSサーバーのアドレスを
自動的に取得する（B）」の２つの項目を選択し、
「OK」をクリックしてください。

画面左下のWindowsマークをクリックします。
表示されたメニューから「コントロールパネル」を
クリックしてください。

「コントロールパネル」ウィンドゥが表示されたら、
「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックして
ください。
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Step 4 パソコンの設定（ブラウザ）

98

Windows 10 の場合
「設定」を表示します。
※「設定」の表示方法は
本マニュアル4ページの、
「パソコンの設定(ネットワーク接続)」の をご参照ください。

「接続」タブの内容が表示されます。「ダイヤルアップと仮想
プライベートネットワークの設定」に何も表示されていない
ことを確認してください。

「ネットワークとインターネット」ウィンドゥが表示されたら、
「プロキシ」を選択し、右画面の「自動プロキシ セットアップ」
の「設定を自動的に検出する」、「セットアップ スクリプトを使
う」が「オフ」になっていることを確認してください。

確認したら、画面最下部の「インターネット オプション」を
クリックしてください。

「全般」タブをクリックしてください。
全般タブの項目は特に設定しなくても接続は可能ですが、
「ホームページ」枠内を変えることで最初に表示されるペー
ジを設定することができます。
設定が終わったら、「OK」をクリックしてください。

以上で設定は終了です。接続できることを確認してください。

ここから先は、本マニュアル2ページStep6のURLへアクセスして、
ホームページの「インターネット設定マニュアル」をご参照のうえ、
設定してください。

1 4

5

6

「設定」ウィンドゥが表示されたら、
「ネットワークとインターネット」を選択してください。2

3

Windows 8 の場合
コントロール パネルを表示します。
※Windows 8のコントロールパネルの表示方法は、
本マニュアル5ページの
「パソコンの設定(ネットワーク接続)」の をご参照ください。

「インターネットのプロパティ」にて「全般」タブの項目は特に
設定しなくても接続は可能ですが、「ホームページ」枠内を
変えることで最初に表示されるページを設定することが
できます。

「コントロール パネル」ウィンドゥが表示されたら、
「ネットワークとインターネット」を選択してください。

「接続」タブをクリックしてください。「ダイヤルしない（C)」
を選択してください。ウィンドゥ右下の「LANの設定（L)」を
クリックしてください。

「ネットワークとインターネット」ウィンドゥが表示されたら、
「インターネット オプション」を選択してください。

「インターネットのプロパティ」ウィンドゥが表示されたら、
「OK」をクリックしてください。

「ローカルエリア ネットワーク (LAN) の設定」ウィンドゥが
表示されたら、すべてのチェックボックスのチェックがない
のを確認して、「OK」をクリックしてください。

以上で設定は終了です。接続できることを確認してください。

ここから先は、本マニュアル2ページStep6のURLへアクセスして、
ホームページの「インターネット設定マニュアル」をご参照のうえ、
設定してください。

1

4

5

6

7

8

2

3

Step 4 パソコンの設定（ブラウザ）

98

Windows 10 の場合
「設定」を表示します。
※「設定」の表示方法は
本マニュアル4ページの、
「パソコンの設定(ネットワーク接続)」の をご参照ください。

「接続」タブの内容が表示されます。「ダイヤルアップと仮想
プライベートネットワークの設定」に何も表示されていない
ことを確認してください。

「ネットワークとインターネット」ウィンドゥが表示されたら、
「プロキシ」を選択し、右画面の「自動プロキシ セットアップ」
の「設定を自動的に検出する」、「セットアップ スクリプトを使
う」が「オフ」になっていることを確認してください。

確認したら、画面最下部の「インターネット オプション」を
クリックしてください。

「全般」タブをクリックしてください。
全般タブの項目は特に設定しなくても接続は可能ですが、
「ホームページ」枠内を変えることで最初に表示されるペー
ジを設定することができます。
設定が終わったら、「OK」をクリックしてください。

以上で設定は終了です。接続できることを確認してください。

ここから先は、本マニュアル2ページStep6のURLへアクセスして、
ホームページの「インターネット設定マニュアル」をご参照のうえ、
設定してください。

1 4

5

6

「設定」ウィンドゥが表示されたら、
「ネットワークとインターネット」を選択してください。2

3

Windows 8 の場合
コントロール パネルを表示します。
※Windows 8のコントロールパネルの表示方法は、
本マニュアル5ページの
「パソコンの設定(ネットワーク接続)」の をご参照ください。

「インターネットのプロパティ」にて「全般」タブの項目は特に
設定しなくても接続は可能ですが、「ホームページ」枠内を
変えることで最初に表示されるページを設定することが
できます。

「コントロール パネル」ウィンドゥが表示されたら、
「ネットワークとインターネット」を選択してください。

「接続」タブをクリックしてください。「ダイヤルしない（C)」
を選択してください。ウィンドゥ右下の「LANの設定（L)」を
クリックしてください。

「ネットワークとインターネット」ウィンドゥが表示されたら、
「インターネット オプション」を選択してください。

「インターネットのプロパティ」ウィンドゥが表示されたら、
「OK」をクリックしてください。

「ローカルエリア ネットワーク (LAN) の設定」ウィンドゥが
表示されたら、すべてのチェックボックスのチェックがない
のを確認して、「OK」をクリックしてください。

以上で設定は終了です。接続できることを確認してください。

ここから先は、本マニュアル2ページStep6のURLへアクセスして、
ホームページの「インターネット設定マニュアル」をご参照のうえ、
設定してください。

1

4

5

6

7

8

2

3

No.6027811　CCnet_2015.12インターネット接続マニュアル　A4　K担当 _



Step 4 パソコンの設定（ブラウザ）

Windows 7 の場合
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枠内を変えることで最初に表示されるページを設定する
ことができます。

「コントロールパネル」ウィンドゥが表示されたら、
「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック
してください。
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「ダイヤルしない（C）」を選択してください。
ウィンドゥ右下の「LANの設定（L）」をクリックしてください。

「ネットワーク共有センター」ウィンドゥが表示されたら、
「インターネットオプション」をクリックしてください。

「インターネットのプロパティ」ウィンドゥが
表示されたら、「OK」をクリックしてください。

「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」ウィンドゥが
表示されたら、すべてのチェックボックスのチェックが無い
のを確認して「OK」をクリックしてください。

以上で設定は終了です。接続できる事を確認してください。

ここから先は、本マニュアル2ページStep6のURLへアクセスして、
ホームページの「インターネット設定マニュアル」をご参照のうえ、
設定してください。
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Mac OSX 10.7 以降の場合

「環境設定」ウィンドゥが表示されたら、「一般」ウィンドウ
の項目は特に設定しなくても接続は可能ですが、「ホーム
ページ」枠内を変えることで最初に表示されるページを
設定することができます。

メニューバーの「Safari」から「環境設定...」を
クリックしてください。

ここから先は、本マニュアル２ページStep6のURLへアクセスして、
ホームページの「インターネット設定マニュアル」をご参照のうえ、
設定してください。
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デスクトップの下部の「Dock」から、「Safari」を
クリックしてください。

以上で設定は終了です。接続できることを
確認してください。7

5 「プロキシ」タブをクリックして、「構成するプロトコルを
選択」のチェック欄に何もチェックされていないことを
確認し、「OK」をクリックしてください。

「ネットワーク」ウィンドゥが表示されたら、「適用」をクリッ
クして、左上の「×」ボタンをクリックして画面を閉じてくだ
さい。

4 「詳細」ボタンをクリックしてください。
「プロキシ」の「設定を変更...」をクリックしてください。

（Windows Vistaの場合もほぼ同様です）
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12 13

ケーブルモデム または D-ONUの
ランプが消えていませんか？インターネットがつながらないQ .1 ケーブルモデム または D-ONU、パソコン（その他の機器がある場合は、その機器も）

を再起動しましたか？

error!

設定

●消えている場合は、ケーブルモデム または 
　D-ONUの電源ケーブルが正しく本体および
　コンセントに接続されているか、確認してください。

パソコンの設定に誤りは
ありませんか？

「ダイヤルしています」等の
メッセージが出る。Q .2

●本マニュアル4～11ページをご参照のうえ、
　再度設定をご確認ください。

ケーブルモデム または D-ONUと
パソコンがLANケーブルで正しく
接続されていますか？

パソコンの設定に誤りは
ありませんか？

●右記の順に再起動をお試しください。

●正しくLANケーブルを接続してください。 ●本マニュアル4～11ページをご参照のうえ、
　再度設定をご確認ください。

セキュリティソフトが
影響していませんか？

●お使いのセキュリティソフトの取扱説明書などを
　参考に、セキュリティソフトを無効または終了して
　ご確認ください。

再起動

　　①パソコンの電源を切る。

　　②ルーターの電源を切る。（ルーターがある場合）　

　　③ケーブルモデム または D-ONUのコンセントを抜く。

　　④数十秒待ってから、ケーブルモデム または D-ONUの
　　　コンセントをさす。

　　⑤数分待ってから、ルーターの電源を入れる。
　　　（ルーターがある場合）　　

　　⑥数分待ってから、パソコンの電源を入れる。
（ケーブルモデム または D-ONUとパソコンの間に
その他の機器がある場合は、ケーブルモデム または 
D-ONUに近いほうから順に電源を入れてください）

設定「ダイヤル中」

右の各

調べてみてください。
を

お客様での解決が困難な場合は、
サポートセンター（裏表紙参照）までご相談ください。

お困りのときは（Q&A)
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契約変更・追加

インターネットの速度を変更したい お電話またはCCNetホームページよりお申し込みください。 お電話またはCCNetホーム
ページよりお申し込みください。メールアドレスを追加したい

スパム（迷惑）メールやフィッシング（詐欺）
メールなどを自動的に判定・選別します。
また最新のスパム情報も提供します。

スパム制御 ペアレンタルコントロールAndroid対応

有料

●基本を含め最大8個まで追加可能です。

［ご注意ください］
※契約は1ヶ月単位です。1日でも利用された場合は、その月1ヶ月分の利用料が必要となります。 ※Windows10/8/7およびMac OSX 10.8以降 Android4.0以降でご利用いただけます。 ※必要な動作環境についてはＣＣＮｅｔホームページをご覧ください。

パソコンにセキュリティを入れたい お電話またはCCNetホームページよりお申し込みください。 ※左記以外のコースのお客様は、月額利用料350円
　（税込378円）／1ライセンスでご利用いただけます。

毎月25日までにお申し込みいただくと、翌月1日から新しいコースへと変更となります。
コース変更手続きが完了次第、新しいコース案内等を記載した「インターネットサービス内容
変更通知書」を郵送させていただきますので、それまでの間は従来のコースでご利用ください。
「インターネットサービス内容変更通知書」が届きましたら、設定変更の反映のため、ケーブル
モデム または D-ONUの電源を抜き、数秒間待ってから、電源を入れてください。

●

当社のオプションサービスで「マカフィー® セキュリテイサービス」がございます。
■1契約（1ライセンス）でパソコン3台までご利用可能です。
■月ごとの契約更新が自動で行われるので、わずらわしいライセンス更新時の手続きが不要！
　また期限切れなどの心配が無いので常に最新のセキュリティが保てます。

■ダウンロード型セキュリティソフトのため、
　CCNetホームページより24時間、お申し込み・ダウンロードが可能です。

●

※コース変更に際しケーブルモデム または D-ONUの交換が必要な場合がございます。その場合は
　ケーブルモデム または D-ONU交換工事に伺わせていただきますので事前にご連絡させていただきます。

● お子様に見せたくない有害なサイトへの
アクセスを禁止したり、インターネット使用時間
を制限できます。お子様が安全にインター
ネットを使用できる環境を提供します。

●

出会い系 暴 力 アダルト

SPEED
UP!!

標準提供コース 100M以上のコース

ウイルス・スパイウエア防御
新種のウイルスに対応するパターンファイル
を自動的にダウンロード・更新します。
また、電子メールやインターネット閲覧時には
リアルタイムスキャンによりウイルスを検出し
駆除します。

●パソコンはもちろん、
Androidスマートフォンタブレットにも
対応しております。

●
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