[1] れんら君の接続

セットアップシート

1．れんら君に図のように電源やセンサーを接続します。
入力部接続例

V1.8
EUNCWRP06-806G
このたびは、れんら君をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのセットアップシートをお読みください。
お読みになった後は大切に保管してください。
れんら君型式
UNC-WRP06

UNC-WRP06A

：標準タイプ

製品側

ユーザー側

：AC アダプタ標準タイプ
金属は電波を遮蔽します。
れんら君を金属筐体に納めないでください。
通信不良が起こりやすくなります。
れんら君とアクセスポイントの間に遮蔽物が
あると通信不良の起こる可能性があります。

大切なものを24 時間モニタリングする「れんら君」。設備のメンテナンス時期や異常をいつでもどこでも保守担当者の携帯電話や
パソコンに自動通報し、迅速、確実な処理のお手伝いをします｡
れんら君運用例
れんら君は LAN を経由して自動通報
する簡易情報端末です。
既存設備の大幅変更や大掛かりなシス
テム導入は必要ありません。
インターネットに接続できる無線
LAN と異常を知らせる警報機をれん
ら君に接続してください。
簡単に自動通報システムが構築できま
す。
あらかじめ登録された異常内容を設定
したアドレスに E-mail で自動通報し
ます。
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0℃～+55℃
DC24V +15％ -5%（安定化電源）
2.8W
FCC / TELEC
IEEE802.11 b/g 2.4GHz帯
CH1～11まで（デフォルト：CH1）

STAT LED：通常は緑点灯しています。メール送受信時や設定書き込み中は点滅
します。電源断やエラー時は消灯します。
PWR LED：通常は緑点灯しています。起動中は赤点灯します。異常時は赤点灯や
点滅または橙点灯や点滅が起こります。電源断時は消灯します。
セットアップ中にエラーが出たときは一度電源を切り再投入してください。

・インターネット接続環境
インターネット接続環境
・ルーター
ルーター（インターネット接続機器）
ルーター（インターネット接続機器）
・れんら君の
れんら君のメール送受信用のメールアカウント
れんら君のメール送受信用のメールアカウント

1台

れんら君 本体

1枚

れんら君セットアップシート（本紙）
AC アダプタ

各部名称
各部名称

ユーザーでご用意ください｡
メールアカウントについてはパソコンで新規に取得するものを使うかもしくは
元々使っているアカウントでも使用可能です。
本セットアップシートは、れんら君ご利用にあたっての要点をまとめ
たものです｡このセットアップシートに従って設定していただくこと
で、れんら君のメール送信機能がご利用できます｡
また、コマンドメールの受信機能等れんら君の機能詳細や仕様は、
Web ページに掲載されているマニュアルをご覧ください｡
ページに掲載されているマニュアルをご覧ください｡

1個

[UNC-WRP06A の時のみ同梱されています｡]
設定スイッチ

MACアドレス

QRコード
STAT LED
PWR LED

入力1
コネクタ

http://www.nke.co.jp/product/n_index.html

端子台

[3] れんら君を検出する

1．れんら君 UNC-WRP06(A)は初期動作では無線 LAN のアクセスポイント
（以下、AP）として動作します。先ず、スマートフォンやノートパソコン等
で接続して設定を行います。本製品の設定は IE、Chrome や Firefox 等のブ
ラウザソフトで行います。れんら君の検出には専用のアプリケーションソフ
トであるれんら君サーチを使います。れんら君サーチは弊社のホームページ
にあります。予めダウンロードしておいてください。

1．アプリケーションソフト「renrakun_search.exe」を起動します。
2．「呼び出し」をクリックし、接続されているれんら君を
呼び出します。れんら君が見つかれば、画面にリスト表示されます。
リストから接続する端末を選択して「接続」をクリックすると
パソコンに設定されている既定のブラウザでれんら君の設定画面
が開きます

！

注意

弊社ホームページから最新バージョンの設定アプリを無料でダウンロー
ド頂けますので、以下のＵＲＬからバージョンをご確認いただき、最新
のもの ( renrakun_search_02.zip ) をダウンロードして下さい。
（ ダウンロードはこちらから→
http://www.nke.co.jp/product/n_index.html）

以下の例では、ノートパソコン（Windows8.1）での設定例になります。
2．れんら君とスマートフォンやノートパソコンを接続する

入力0
コネクタ
ロットシール

ACアダプタ用コネクタ
[UNC-WRP06Aのみ]

[2] れんら君設定の準備
れんら君設定の準備
本製品のメール機能を使用するためには、

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売代理店にご連絡ください。

□

センサーは残電圧が 6V 以下のものをご使用ください｡
IN 端子を 0V と短絡または 5mA 以上電流が流れれば入力
を検知します。

れんら君を使用するために！

箱の中に入っているものをご確認ください。

□

センサー等接続図

れんら君 UNC-WRP06(A)の電源を投入します。
WRP06

コンソール
（使用しません）

UNC-WRP06

WRP06A

UNC-WRP06
A

パソコン画面の右下にある
をクリックします。
すると、パソコンから検出できる無線 LAN アクセスポイントの SSID が表
示されます。

最初に設定開始するときの接続
最初は無線ＬＡＮ親機（アクセスポイント）として動作します。
無線ＬＡＮが使えるスマートフォンやノートパソコン等でアクセスして
設定します。
親機の設定から子機の設定に変更します。
[2]れんら君の設定の準備 から読み進め設定を行ってください。
子機での接続は [1]れんら君の接続 を参照ください。
電源を接続
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れんら君は「WiFi-Renrakun24G○○○○○○（○は MAC アドレス下位
24bit；下位の数字 6 個）」として検出できます。クリックして接続してくだ
さい。
パスワードは設定されていませんので、パスワード入力は不要です。
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[4] れんら君の無線 LAN 設定を行う
設定画面の左側にある無線ネットワーク操作からアクセスポイントの設定を
行います。

「ネットワーク探索」をクリックすると、周囲にある無線 LAN のアクセス
ポイントを検出して表示します。（もしも、すでに無線 LAN 設定が済んで
いる場合は、接続している無線 LAN のアクセスポイントは一覧に表示され
ません）

[5]れんら君
れんら君のメールサーバー
れんら君のメールサーバーを設定する
のメールサーバーを設定する
（れんら君をインターネットにつなげる為の設定）
1．左の列にある「E-Mail パラメータ設定」をクリックしてメールサーバー
の設定を行います。

上図のように検出できた無線 LAN の親機（アクセスポイント）の SSID が
表示されます。接続したい SSID をクリックしてください。
「ネットワーク探索」で接続したい SSID が出てこない場合、「ネットワー
ク選択」で子機にチェックし、SSID を入力、パスワードの方式を選択し Join
をクリックしてください。
パスワード設定画面が出てきますので、パスワードを入力します。

れんら君にはセキュリティが設定されておりアクセスするにはパスワ
ードの入力が必要になります。
ユーザー名：root
パスワード：root

※必須項目

を入力し「ログイン」を押します

れんら君 UNC-WRP06(A)は無線 LAN に接続して使用します。このれんら君
は無線接続しか備えていませんので、無線接続設定に失敗すると、れんら君
無線接続設定に失敗すると、れんら君
を工場出荷時設定に初期化してもう一度設定をやり直さなければなりませ
ん。そこで、先ず最初に無線
LAN 設定を行います。もしも、設定に失敗した
ん。
ときは、れんら君を工場出荷時設定に初期化してください。

ここでの例は、無線 LAN アクセスポイントの暗号化が WEP のときです。
WPA のときは WPA と表示されます。（自動認識）
！ 注意 パスワードは、アスキー入力（文字列）しか入力できません。
HEX 暗号化キー（16 進数）には対応していません。

左図はれんら君専用メールアカウントを使う場合の例です。お客様が契約
されているプロバイダなどの用紙等でご確認ください。一般的には「Port」
は”25”または”587”であり、チェックボックスには「USE Auth-Login」
だけチェックの設定になります。他の項目はプロバイダ等の資料をご確認
ください。
SMTP Server：SMTP サーバーを入力します。
Port：メールの送信ポート番号を入力します。
SMTP Authentication：認証の種類をチェックします。
送信リトライ間隔：メール送信に失敗したとき、再送信するまでの時間の
間隔を入力します。
送信リトライ回数：メール送信に失敗したとき、再送信する回数を入力
します。
保守用通知先アドレス：メールアドレスを入力します。
User Name：メールアカウント名を入力します。
Password：メールパスワードを入力します。
UNIT Domain 名：任意の名前を入力します。特に変更の必要はありま
せん。

OK をクリックすると

電源を再投入して数十秒経った後、PWR_LED,STAT_LED が緑点灯なら無
線 LAN アクセスポイントの接続に成功しました。
赤点滅が起これば、設定ミスにより無線 LAN アクセスポイントに接続でき
ていません。工場出荷時設定に初期化してください。

れんら君専用メールアカウント
れんら君を使用するにあたり、れんら君用のメールアカウントをお客様側で
ご用意される場合、使用するメールサーバーの仕様変更に伴う利用制限リス
クがどうしても発生してしまいます。
しかし「れんら君専用メールアカウント」なら、このような運用途中での利
用制限発生リスクを減らし、れんら君を安心して長くご使用頂ける環境をご

初期化の方法は次のようになります。

E メールパラメータ設定では以下のように設定してください
SMTP Server：smtp.nke-renrakun.net
Port：587
Use Auth-Login にチェック
保守用通知先アドレス：***********@nke-renrakun.net
User Name：nke.renrakun.***********
Password：パスワード

提供する事ができます。
①

本製品のACアダプタを抜いて電源を切り
ます。
本製品背面の設定スイッチを押しながら
AC アダプタを挿し、STAT_LED が緑点
滅になるのを確認後、スイッチを離しま
す。
再度設定スイッチを長押し、PWR_LED
が赤になったら離します。
PWR_LED とSTAT_LED が緑点灯にな
れば初期化完了

②

となります。設定はれんら君に書き込まれました。電源を再投入してください。
またメンテナンスパラメータ設定の Reboot からも電源の再投入が出来ます。

③
④

設定ｽｲｯﾁ
ﾛｯﾄｼｰﾙ

専用アカウントなので各設定項目も明確でスムーズな設定が可能。さらに不
明点が出た際のお問い合わせでも、アカウント自体がＮＫＥから供給されて
いるため、スピーディーな問題解決ができ、専用アカウントならではの利便
性をご提供する事ができます。
■価格

初期設
定費
年間利
用料

初期化した後は
もう一度、2 れんら君設定の準備 から設定をやり直してください。

入力が完了したら「Set」を押してください。
正しくメールサーバの設定が出来たかを確認するために、「E-Mail TEST
発行」からテストメールを行ってください。

契約年
数

アカウント作成にかかる初期費用で
す。
1 年間の利用料金です。
￥1,000 （1 年契
契約年数分の一括支払いとなりま
約）
す。
1 年契約 / 2 年契約 / 3 年契約
￥500

メールの送信が成功したか確認できる宛先にテストメールを送信してくだ
さい。
送信失敗した場合、E メールパラメータ設定の各項目が正しく入力されてい
るか、ネットワーク環境に問題がないか確認してください。

れんら君のアクセスポイントの接続が成功したら、PC 側の無線LAN 接続先を設定したアク
セスポイントに変更し、れんら君サーチで設定ページに接続して、5.れんら君のメール

※契約は自動更新型ではありません。契約期限が近づきましたら継続利用の

サーバーを設定する

ご確認案内をお送りさせて頂きますので、継続利用される場合は改めて「継

に進んでください。

続利用申請」にてご注文を頂く必要があります。なお「継続利用申請」に初
期費用はかかりません。
購入はこちらから
https://nke.co.jp/ec/network/renra/n0029.html
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！

注意

設定に急ぐと画面が硬直することがあります。
クリック間隔は 1 秒以上空けてください。
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[6]れんら君
れんら君から送るメールの
れんら君から送るメールの設定
から送るメールの設定を
設定をする
1．左の列にある「イベントパラメータ設定」をクリックしてメール設定を行
います。

れんら君は入力接点の変化を検出してメールを送信します。入力は単独で機
能しますので別々に設定します。
監視接点選択
設定する監視接点を選択します。
Contact00：入力０
Contact01：入力１
監視要因選択
入力がどのようになったときにメール送信するか設定します。
注意要因：入力が入ったときに送信
復帰要因：入力が切れたときに送信
要因検出禁止：入力が切れた後、次に入力を検知できるようにな
るまでの間、入力を禁止する時間の設定
監視要因タイマカウント値入力
入力が何秒続くとれんら君がメールを送信するか設定します。
設定時間を入力。100 の時 100 秒の設定となります。

set
入力した監視 Event の情報を登録します。
load
上記で設定した Event の登録内容を読み出します。
登録内容の変更や各接点の Event E-Mail 設定を行うときは登録
内容を読み出してから行ってください。
Erase
れんら君に書き込まれているメールデータを一括削除します。注意要因、復帰要
因の監視要因タイマカウントの値も削除されます。
監視 Event 成立時発行 E-Mail 登録
set した監視 Event で送信される E-Mail 内容を設定します。
クリックすると E-Mail 設定画面が出てきます。

[6]の続き
の続き
以上で、一つ目に選択した「監視接点」「監視要因」の設定が終了しました。
必要であれば引き続き「イベントパラメータ設定」に戻り、設定していない
「監視接点」「監視要因」を選択し、設定してください。
必要な設定が完了したら、設定反映するために本体の再起動が必要です。電
源を再投入するかメンテナンスパラメータ設定から Reboot をしてくださ
い。

メールを登録します。メールは「注意要因」（入力が入ったとき）、
「復帰要因」（入力が切れたとき）それぞれ 3 通まで登録できます。

！

設定した後、「set」をクリックすればメールが登録されます。
一度登録した内容を確認したいときは、その確認したい登録メール番号を選
択し「load」をクリックして読み出してください。
登録内容を変更したいときは、「load」をクリックして内容を読み出し、
「delete」をクリックして登録内容を削除し、変更点を入力してください。
これで監視接点の注意要因について設定が終わりました。必要であれば復帰
要因も設定ください。
また、接点の入力１についても同様に設定ください。

注意

設定に急ぐと画面が硬直することがあります。
クリック間隔は 1 秒以上空けてください。

ＮＫＥ株式会社
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サポートダイヤル
ホームページ
サポートメール

：0120-77-2018
：http://www.nke.co.jp/
：p r o m o t i o n @ n k e . c o . j p

