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７

WL ファインダーで見付けた IP アドレスを入力する。

９

「お気に入り」に登録の準備をする

◆準備
本製品のナビモード画面をお気に入りに登録する準備をします。

本ガイドは REGZA の標準ブラウザでコミュニケーショ

画面下に不要なタブが表示されていないことを確認します。

アドレスが入力できたら、「OK」を選択し 決定 ボタンを押します。

ンユニット（以下：本製品）のナビモード画面を表示さ

タブが複数表示されている場合は、次の手順で削除してください。

（数値は例です）

せるための手順を説明しています。

①

本ガイドは取扱説明書とともに大切に保管してください。

キーで不要なタブを選択する

REGZA の動作環境については、補足説明書「表示確認
②

機種一覧」を参照してください。
ＩＰアドレス入力方法
ブロードバンド

１

WL ファインダーで本製品の IP アドレスを準備する。

３

あらかじめコンピュータに WL ファインダーをインストールし、

リモコンの

ブロードバンド

ボタンを押す

①

ブロードバンドの選択画面が表示されます。

IP アドレスを見付けてください。詳しくは、

③

決定

②

キーで「ウィンドウ」を選択し、
「閉じる」を選択して、

決定 ボタンを押す

ボタンを押し、文字入力画面にして入力モードを切り替えます。

決定

決定

ボタンを押す

ボタンを押す
キーで「1234」を選択し、 決定 ボタンを押す

決定

補足説明書「WL ファインダースタートマニュアル」または、
取扱説明書「２.３.WL ファインダー」の章を参照してください。
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WL ファインダー スタートマニュアル

る場合は『操作』を参照ください。

◆はじめに

⇒ダウンロードを完了していない場合は、「ダウンロード」を参
照してください。

自動

このたびは、コミュニケーションユニットをお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
本マニュアルでは、コミュニケーションユニット TPV-WL1A 用「WL ファインダー」のダウンロード、インストール、操作、
アンインストールの各手順を Windows7 を例に説明しています。

１

エクスプローラで本ツールをダウンロードしたフォルダを選択し、

手動

起動

「Setup.exe」を起動します。

◆概要
「WL ファインダー」
（以下、本ツール）は、ネットワークに接続されたコミュニケーションユニット（以下、本製品）の IP

４

アドレスを簡単にすばやく検索することができます。

見

かりました
付

。

WL ファインダー

① IP アドレス検索

いコンピュータをご利用の場合にインストールするコンポーネント画面が表
示されます。

/

.○.○.○

⇒「同意する」選択の後、Microsoft .NET Framework 4 Client Proﬁle の

://○

http

インストールが開始されます。しばらくお待ちください。

② IP アドレス通知

IP アドレス表示

●ユーザー アカウント制御画面が表示された場合は「はい」ボタンを押し

ナビモード画面表示
コンピュータ

てください。
無線 LAN アクセスポイント

本ツールをご使用いただく前に、無線 LAN アクセスポイントとコンピュータの設定をしてください。

２

セットアップウィザードが表示されます。

３

次にインストール先のフォルダを選択します。

⇒本ツールをダウンロード出来ない場合は、お買い上げの

１０ 「お気に入り登録」をする

「次へ」を選択してください。

販売店にご相談ください。

本ツールは東芝のウェブサイトからダウンロードできます。
下記アドレスから WL ファインダー「WLFinder.zip」をダ
ウンロードしてください。

http://www.toshiba.co.jp/sis/h-solar/consult/download/index̲ j.htm

２

キーで「インターネット」を選択し、決定 ボタン

「次へ」を選択してください。

補足説明書 「セットアップガイド コンピュータ編」を参照してください。

ダウンロード

１

繰り返します。

「入力モード：１２３４」と表示されます。

本製品

◆ご注意

ここでは、本ツールのダウンロード手順を説明します。

決定

を押す

●Microsoft .NET Framework 4 Client Proﬁle がインストールされていな

無線 LAN アクセスポイントの電源が切れたり、リセット等により IP アドレスが変わった場合に有効です。

お気に入り登録に不要なタブが複数ある場合は、手順①〜③を

入力モードが切り替わると、入力時の画面右上に

インストール
ここでは、インストール手順を説明します。インストールが完了してい

４

次にインストール開始を確認し、「次へ」を選択してください。
インストールを開始します。

画面は「ダウンロードフォルダ」に保存された場合の例です。
「WLFinder.zip」を、解凍します。
WLFinder フォルダが作成され、ファイルが生成されます。

①

●ユーザー アカウント制御画面が表示された場合は「はい」ボタンを押し
てください。

ボタンを押す

「WLFinder」フォルダ
├

３

setup.exe

├

SetupWLFinder.msi

├

WL ファインダースタートマニュアル .pdf

└

はじめにお読みください .txt

『インストール』へ進んでください。

５

６

「閉じる」ボタンを選択し終了してください。

『操作』

裏 （裏面）へ進んでください。

表

表示された IP アドレスを
REGZA へ入力します。

２

便利機能のメニューを表示されます。

本ツールのインストールは完了です。

「 ．」( ドット ) の入力方法

５

ボタンを押す

①

メニューが表示されます。

②

ボタンを押す
決定

文字の削除方法

６

決定

文字を削除するには、

キーで「URL 入力」を選択し、決定 ボタンを押す

③

決定

キーで「

ボタンを押してください。カー

④

決定

キーで「OK」を選択し、 決定 ボタンを押す

お気に入りに登録」を選択し、 決定 ボタンを押す

を 1 文字削除します。

アドレスの入力画面が表示されます。
無線 LAN アクセスポイント

キーで「お気に入り」を選択し、 決定 ボタンを押す

ソルの右に文字がある場合は右の文字を、ない場合は左の文字

有線接続

REGZA

決定

キーで「半角記号」を選択し、 決定 ボタンを押す

REGZA と無線 LAN アクセスポイントを確認する。
・有線 LAN ケーブルで接続を完了していますか？

②

８

ナビモード画面を確認する

詳しくは、REGZA の取扱説明書を参照してください。

本製品のナビモード画面がお気に入り一覧に登録されます。
タイトルはお好みの名称に変更できます。
「サーバが見つかりません」が表示したり「ナビモード画面」が
表示されない場合は、IP アドレスを確認しもう一度入力してく
ださい。

REGZA は株式会社東芝の登録商標です。
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