
初期設定：Waffle Cell  設置と起動
ここでは基本設定について説明します。ご利用にあたっての「ヒント」は下
記のサイトをご覧ください。本説明書も下記の URL からダウンロードできま
す。

http://blade.wafflecell.com/hp/stm2.php

1:Waffle Cell 機 を設置する

①電源ケーブルを接続。
② LAN ケーブルでルーターに接続。
③電源ボタンを押し、起動する。
④ 5 分待つ。

※キーボードやモニタを      Waffle Cell      機 に接続しないで下さい。操作は全て
Waffle Cell      と同じ      LAN      内にあるローカル      PC      から行います。

機種、出荷時期により画面図、メニュー内容が異なる場合があります。予め
御了承ください。



2: ５分待ち、ブラウザから Waffle Cell に接続

設置後、5      分経ったら動作の確認を行います。

Waffle Cell と同じ LAN 内(※)にある PC（ローカル PC）のブラウザを起動
し、アドレスバーに以下の URL を入れます。

別紙に URL の記載がありますので、お手元にご用意下さい。
※L.（エル ドット）はローカル＝LAN 内部の意味です、L（エル）の後に .
(ドット）がつきます

https://L.<ホスト名>.wafflecell.com 

※ホスト名は「Waffle Cell 仕様書」に記載されています。

ローカル PC から
Waffle Cell の設定を行う



ブラウザに Waffle Cell のトップページが表示されれば、Waffle Cell は正
常に動作しています。このページはブックマークしておくことをお勧めし
ます。

この画面が表示されない場合は本体の電源ランプが点灯しているか、LAN
ケーブルが接続されているかをお確かめ下さい。

※重要※
Waffle Cell と同じルーターに(有線・無線)接続されているデバイス(PC、
タブレット、スマホ)は「同じ LAN 内にある」「LAN の内側にある」とな
ります。

Waffle Cell と同じ LAN 内にある PC を「ローカル PC」と呼びます。

画面図、メニュー内容は出荷時期により若干異なることがあります。



初期設定：管理者パスワードの変更　※必ず実行してく
ださい※

Waffle Cell が正常動作していることを確認したら

※管理者パスワードを必ず変更してください※

◆変更手順
①ブラウザで Waffle Cell トップページ
(https://L.<ホスト名>.wafflecell.com)に接続し、画面左上の管理 TOP
または[管理関連]－管理 TOP をクリック。

② 別紙に記載されている「Waffle Cell 管理者名・管理者パスワード」を入
力し、管理ページにログイン。

管理者パスワードの変更



③初めてのログインの場合、画面の上部に赤字で「ここをクリックし管理者
パスワード変更してください 」という表示が出るのでクリックする。

④新しいパスワードをを入力。

パスワードは半角英数字 6 文字〜12 文字（記号は使えません）で設定して
下さい。入力が終わったら、
「設定するパスワードを忘れると各種設定ができなくなります」
「上記を理解しました」
の二箇所のチェックボックスをチェックし、[パスワード変更（パスワード
を忘れると管理ができなくなります）]をクリックして下さい。

以上で変更は完了です。
なお、変更後の管理者パスワードは必ず控えておいてください。別紙の
「Waffle Cell 仕様書」に記入欄がありますので、ご利用ください。変更後
のパスワードを忘れてしまうと、Waffle Cell の各種設定が出来なくなりま
す。また弊社でも変更後のパスワードを解析する事は不可能です。

※管理者パスワードは

必ず控えてください。



初期設定：Waffle Cell ユーザー登録

※「Waffle Cell 仕様書」をご覧ください。既に Waffle Cell ユーザー名が
登録されている場合、本章は飛ばしてください。
前述の管理者パスワードの変更と同様に、管理ページから作業を行います。

①前述の管理者パスワードの変更と同様に、ブラウザで Waffle Cell トップ
ページ(https://L.<ホスト名>.wafflecell.com)に接続し、
[管理関連]－管理 TOP をクリック。

② 別紙に記載されている Waffle Cell 管理者名・管理者パスワードを入力し、
管理ページにログイン。ログイン後に「Waffle Cell ユーザー追加」をク
リックします。

③次のような画面（Waffle Cell ユーザー追加画面）になります。

Waffle Cell ユーザーの登録



追加する Waffle Cell ユーザ名とパスワードを入力します。
◆Waffle Cell ユーザー名
「Waffle Cell ユーザー名」を suzuki と設定したら、suzuki さんだけがア
クセスできる領域(＝フォルダ)が Waffle Cell 上に確保されます。
半角英数字で 4〜16 文字で、先頭は英字。記号は使えません。

◆パスワード
上記「Waffle Cell ユーザー名」に対応するパスワードを設定します。半角
英数字 8〜16 文字です。7文字以下ははじかれます。

上記を入力したら[上記ユーザを追加]をクリックします。

なお、別紙「  Waffle Cell      仕様書」に      Waffle Cell      ユーザー名・パスワード
の記入欄がありますので、忘れないように書きとめてご利用ください。

※Waffle Cell 初期設定はここまでです。次の仮想デスクトップの
設定は必要に応じて行なって下さい。



仮想デスクトップ　※必要であれば設定してください
仮想デスクトップを使用する「Waffle Cell ユーザー名」をチェックします。
チェックされたユーザーは Waffle Cell 内に仮想デスクトップ（パソコンの
ようなもの）をそれぞれ持つことができます。

Waffle Cell 上に作られた仮想のデスクトップの中にあるブラウザ・メー
ラー・オフィース製品などを PCやタブレットから操作する事が出来ます。

仮想デスクトップの初期設定
①同じ LAN 内にあるローカル PC でブラウザを開き、Waffle Cell トップペー
ジ(https://L.<ホスト名>.wafflecell.com)にアクセスし、メニューを下の方
にスクロールし、
［管理関連］－管理 TOP をクリック。

②「Waffle Cell 管理者名」「Waffle Cell 管理者パスワード」を入力してロ
グイン。［Waffle Cell ユーザー設定］ → 「仮想デスクトップ(管理)」とク
リック。



③［仮想デスクトップ設定］画面になり、前章で登録した
「Waffle Cell ユーザー名」の一覧が表示される。（例図では 3人が表示さ
れている）
仮想デスクトップを使用する「Waffle Cell ユーザー名」をチェック。

仮想デスクトップを使用するユーザーのチェックを付けた後、「確認したら
左にチェック」にチェックを付け、［設定する］ボタンをクリック。

メモリが 8GBであれば、3人まで大丈夫ですが、2人までが理想です。

ブラウザから仮想デスクトップに接続
仮想デスクトップの初期設定が終ったら、３分ほど待ち仮想デスクトップに
接続してみましょう。

※Internet Explorer、Microsoft Edge では仮想デスクトップが正常に表示
できない場合があります。仮想デスクトップを開く場合は      Google Chrome
や      Fire Fox      などお使いください。

①ブラウザを開き、Waffle Cell トップページ
(https://L.<ホスト名>.wafflecell.com)にアクセス。

② Waffle Cell には、管理・アプリ、2 つのページがあるので、アプリページ
で仮想デスクトップをクリック。



③下記画面で該当の「Waffle Cell ユーザー名」をクリック。

④次の画面が表示されるので、[Connect]をクリック。Passwordを入力す
る画面で「パスワード」 → 「Send Password」とクリック。

⑤ブラウザ内に「PC のデスクトップのような画面」＝「仮想デスクトッ
プ」が表示される。



仮想デスクトップが表示されたら、仮想デスクトップにある Libre office で、
ワープロ文書作成（Libre writer）、表計算（Libre Calc）などがお使いいた
だけます。なお、日本語入力のオン、オフは      CTRL  ＋スペースキーで行いま
す。

仮想デスクトップを終了する
ブラウザで仮想デスクトップを開いている場合は次のどちらかの方法で終了
できます。

・タブを閉じる
・ブラウザを終了する

タブやブラウザを閉じても、仮想デスクトップそのものは Waffle Cell の中
で動作しています。
Waffle Cell が起動すれば、仮想デスクトップ自動的に起動します。
Waffle Cell をシャットダウン(終了)すると仮想デスクトップも終了します。



起動・終了
Waffle Cell は通常 24時間つけっぱなしにしますが、停電等のトラブルで
電源がオフになった場合は、下記の手順で起動します。

① LAN ケーブル・電源コードが接続されていることを確認。
② Waffle Cell のスイッチを入れる（本体の電源ランプ点灯）
③ Waffle Cell が正常に起動するまで待つ（５分程度）。

Waffle Cell の終了・再起動
Waffle Cell の終了(シャットダウン)・再起動（リブート）が必要な場合は、
下記の手順で行います。

① Waffle Cell トップページにアクセスし、管理・アプリ、2 つのページの内
の管理ページにアクセスし、[高度な設定] → 終了・再起動をクリック。

②終了(シャットダウン) → shutdown 
再起動（リブート） →  reboot 
と半角小文字で入力し、「実行」クリック。
※Waffle Cell 管理者名とそのパスワードを入れる必要は無し。



専用ソフトで仮想デスクトップを開く
仮想デスクトップは、既に説明したように、ブラウザから開く事が出来ます。

また、ブラウザではなく専用のViewerソフトで開くことも可能です。
Viewer ソフトの方が、ブラウザより処理速度が速くなります。

Viewerソフトを使う場合は、事前に「VNCポート」番号を確認してくださ
い（下図　四角い枠の部分 5901）。

Windows PC から Viewer ソフトで仮想デスクトップ
を開く

お薦めできるViewerソフトは下記の 2 つです。

① Tiger VNC Viewer
下記サイトから「vncviewer-1.8.0.exe」をダウンロードし、起動してくだ
さい。

https://bintray.com/tigervnc/stable/tigervnc/1.8.0

メリット → 速い。画面が自動でリサイズされる。
デメリット → 一部日本語キー(変換・無変換)が使えない。

（Ctrl+Spaceキーで代用）

Viewerソフトを起動したら、VNC Serverに下記のように入力します。



L.<ホスト名>.wafflecell.com: VNCポート番号
エルドット　ホスト名　wafflecell.com　コロン　VNCポート番号

　 【例】L.example. wafflecell.com:5901

入力したら、Connect をクリックします。

② REAL VNC Viewer
下記サイトに説明とダウンロード先が記載されています。

http://www.wafflecomputer.com/jp/usevdtop2.html

メリット → 日本語キー(変換・無変換)が使える。
デメリット → Tiger VNC 程速くない。画面のリサイズは手動で。

Viewerソフトを起動したら、VNC Serverには下記を入力します。

L.<ホスト名>.wafflecell.com: VNCポート番号
エルドット　ホスト名　wafflecell.com　コロン　VNCポート番号

　 【例】L.example. wafflecell.com:5901

入力したら、Connect をクリックします



Mac から仮想デスクトップを開く
Mac の場合は、標準でViewerの機能を装備しています。Finderのメニュー
「移動」 → 「サーバーへ接続」をクリックして以下 URL を入力します。

vnc://L.<ホスト名>.wafflecell.com:<VNCポート番号>
例:vnc://l.example.wafflecell.com:5901 

上記で接続が成功しますとパスワード入力になるので「パスワード」を入力
して下さい。

スマホやタブレットから仮想デスクトップを開く
スマホやタブレットでもブラウザ経由で利用できますが、専用アプリをイン
ストールした方がいいでしょう。
RealVNC もありますが、それよりも bVNC の方がお勧めです。bVNC を
Google Playからインストールしてください。

スマホやタブレットの設定方法はまちまちですが、ほとんどはサーバー名と
ポート番号を入れれば大丈夫です。
サーバ名とポート番号を個別に入れるような画面の時は、別に入れます。
多くはコロンでつなげて入れる場合が多いようです。下記お試しください。

L.<ホスト名>.wafflecell.com: VNCポート番号
エルドット　ホスト名　wafflecell.com　コロン　VNCポート番号

　 【例】L.example. wafflecell.com:5901



ファイルサーバー機能（NAS 機能）
Waffle Cell にはファイルサーバー機能があります。自分専用の領域にする
こともできますし、ネットワーク上で他の利用者とファイルを共有すること
も可能です。

ファイルサーバーにアクセスするには、コンピュータのネットワークアドレ
スを入力し、初期設定で登録した「Waffle Cell ユーザー名」「パスワー
ド」を入力する必要があります。

Windows PC からアクセス
お手元のローカル PC で、Windowsキー+Eでエクスプローラー起動します。
エクスプローラーのアドレスバーに以下のように入力し、Enterキーを押し
ます。

\\L.<ホスト名>.wafflecell.com\<Waffle Cell ユーザー名>\
【例】\\L.example.wafflecell.com\suzuki\

Waffle Cell 仕様書に記入されている「Waffle Cell ユーザー名」「パスワー
ド」を入れます。



「資格情報を記憶する」にチェックを付けると次回以降のログインを省略す
ることができます。複数の PC からこの領域にアクセスできるので、データ
を共有するときに便利です。

Mac からアクセス
「Finder」で、 「移動」→「サーバへ接続」を選択し、サーバアドレスに下
記のように入力します。

　smb://L.<ホスト名>.wafflecell.com/<フォルダ名>
　例：ホスト名が test02 で、フォルダ名が taro の場合　
smb://L.test02.wafflecell.com/taro

※ホスト名の前はエルドット。フォルダ名は通常は管理者からもらった
「Waffle Cell ユーザー名」になります。
※アドレス入力欄の右の「+」接続を押せば、よく使うサーバに登録され次
回以降の接続が楽になります。
接続ボタンを押せば、接続が開始されます。

環境によっては上記の方法で繋がらない場合があります。この場合は下記の
ように入力してください。
smb://WORKGROUP;<フォルダ名>@l.<ホスト名>.wafflecell.com/
<フォルダ名>
smb://WAFFLECELLGROUP;<フォルダ名>@l.<ホスト名>
.wafflecell.com/<フォルダ名>
例：ホスト名が test02 で、フォルダ名が taro の場合。　
smb://WORKGROUP;taro@l.test02.wafflecell.com/taro



VPN
Waffle Cell のファイルサーバー、仮想デスクトップに外出先から接続するに
はVPN 接続が必要です。VPN 接続することによって、出先からでも Waffle 
Cell のすべての機能に接続できます。事前にVPN 用のパスワードである「事
前共有キー」を設定してください。

Waffle Cell 1台につき、事前共有キー 1 つを設定します。事前共有キーは、
半角英数字 6〜32 文字で入力します。ハイフン等の記号は使えません。

VPN      接続を行わない場合は事前共有キーの設定は不要です。

事前共有キーの設定
①管理ページにログインし、[セキュリティ] → VPN 設定をクリック。

② 事前共有キーを入力し「上記の値を設定」ボタンをクリック。



これで事前共有キーの登録は完了です。

VPN 接続
Windows PC からのVPN 接続は次のような手順で行います。

① Waffle Cell のトップページの管理関連の中にある、「VPN Connection 
Manager」をクリック。ダウンロード画面から接続ソフトをダウンロードし
て下さい。

②ダウンロードしたファイルを Windows PC にインストールします。

③インストール後に必要な設定を行います。
設定方法に関しては、

http://blade.wafflecell.com/hp/stm2.php
をご覧ください。

概略としては、Waffle Cell VPN Managerを起動 → [設定の編集]をクリッ
ク → Waffle Cell 仕様書記載のホスト名・事前共有キーを入力、という手順
になります。

設定完了後、Windows PC で Waffle Cell VPN Managerを起動すると下記
のような画面が表示されます。

 [接続する]をクリックすると、Waffle Cell ユーザー名・パスワード入力画
面を経て、VPN 接続します。



Waffle Cell に接続している PC が LAN の内側にある場合、VPN 接続は不要
です。VPN 接続は LAN の外部から接続する時に使います。

Windows,Android、iPhone/iPad等、OSごとのVPN 接続の詳細
は、

http://blade.wafflecell.com/hp/stm2.php

の目次の、「VPN 接続、OS別接続方法の説明（別ウインドウで開
きます）」にまとめました。詳しくはこちらを参照してください。

※本取扱説明書の画面図は出荷時期により多少異なる場合があります。予め
ご了承ください。



Waffle Cell 内の Windows を起動
Waffle Cell 内に Windows がインストールされています。「Waffle Cell 内
の Windows」は会社・自宅・外出先等異なるデバイスから同じ環境で使用
可能です。

• 本機はすでに一人分のユーザーが設定されています
• Windows を起動するには「Waffle Cell 仕様書」に記載されている

「Waffle Cell ユーザー名・パスワード」が必要です。

Waffle Cell 内の Windows を起動する手順
1.仮想デスクトップ画面を開く。
2.仮想デスクトップでVirtualBox起動。
3. VirtualBoxで Windows 起動。

ブラウザから接続
概要
①お手元のローカル PC のブラウザから仮想デスクトップに接続する
②仮想デスクトップから Waffle Cell 内の Windows を起動する（ヘッドレス
モードでの起動）

手順
① Waffle Cell と同じ LAN 内にあるローカル PC のブラウザから Waffle Cell
のトップページにアクセス。ブラウザのアドレスバーに下記を入力。
　https:// L.<ホスト名>.wafflecell.com
　【例】https:// L.example.wafflecell.com

②「仮想デスクトップ」起動。
③別紙「Waffle Cell 仕様書」に記載されている「Waffle Cell ユーザ名」ク
リック → 接続画面開く。
④接続画面で、別紙「Waffle Cell 仕様書」に記載されている「パスワー
ド」を入力。



⑤接続に成功するとブラウザには「パソコン」のような画面(＝仮想デスク
トップ)が表示されるので、

(1)Oracle VM VirtualBoxのアイコンをダブルクリック。
(2)以下のプログラムが起動するので、「ヘッドレス」を選択して、
「Waffle Cell 内の Windows」を起動。

起動画面の情報は、プレビューの部分で確認できます。

「Waffle Cell 内の Windows」が起動したら、ローカル PC のブラウザは閉
じても構いません。

「Waffle Cell 内の Windows」はローカル PC（あるいは Waffle Cell に VPN
接続された PC）からリモートデスクトップ接続で操作します。次ページか
らの説明をご覧ください。



Windows をリモートデスクトップ接続で操作
前章までの操作で Waffle Cell 内の Windows の起動ができました。起動し
ただけでは使用できません。Waffle Cell 内の Windows を起動したら、
ローカル PC(Waffle Cell と同じルーターに接続されている PC)で画面表示
して操作をします。

「ローカル PC」は Windows パソコン以外にも例えば、

Mac、スマホ、タブレット

などを「ローカル PC」として、「Waffle Cell 内の Windows」を操作でき
ます。

1：ローカル PC から、Waffle Cell 内の Windows を操
作する

「Waffle Cell 内の Windows」を同じ LAN 内にあるローカル PC から操作す
ることができます。（LAN外から接続する場合はVPN 接続が必要です）

概要
1. ローカル PC（OSは Windows）で「リモートデスクトップ接続」を起

動。
2. 接続先コンピュータとして「L.<ホスト名>.wafflecell.com:3391」を
指定。

詳細
①お手元のローカル PC が Windows10の場合は
『スタートボタン → Windows アクセサリー → リモートデスクトップ接
続』クリック。

②枠に示した「コンピュータ」の部分に下記入力。



L.<ホスト名>.wafflecell.com:<番号>
【例】L.example. wafflecell.com:3391

③接続をクリックすると、「Waffle Cell 内の Windows」画面が表示される。

うまくいくと、Window の画面最上部に次のようなバーが表示されます。
 

このバーが表示されていれば、今見ている Windows の画面は「Waffle Cell
内の Windows」の画面という事になります。
上記バーが表示されている以外は普通の Windows を操作しているのと全く
変わりません。キーボードもマウスも普通に使えます。

※画面が遅い場合は上記画面の下の「オプション（または、オプションの表
示）」をクリックし、［画面］タブで画面の色数を１６ビットに減らすと描
画速度が改善されます。

2：Windows の終了
「Waffle Cell 内の Windows」を一旦終了してしまうと、再度「Waffle Cell
内の Windows」を起動する場合、仮想デスクトップから、 Oracle VM
VirtualBoxのアイコンをダブルクリックして起動しなおす必要があります。

「Waffle Cell 内の Windows」は「シャットダウン」せず、
通常はスタートボタン → ログオフすることをお勧めします。

ローカル PC で起動した「リモートデスクトップ接続」のアプリケーション
自体はそのまま画面最上部のバー



 

の右端の×で閉じても構いません。

3：タブレットやスマホからリモートデスクトップ接続
タブレットやスマホからもリモートデスクトップ接続が可能です。ただし、
それらが同じ LAN 内にない場合は後述するVPN 接続が必要です。

概要
1. Androidの場合はGoogle Playで検索し「aRDP」をインストール
2. iPadや iPhone は AppStore で rdp で検索し「Microsoft リモートデス

クトップ」をインストール

【 1 】Androidでの「aRDP」の設定例
RDP Connection Settings に下記入力。
　L.<ホスト名>.wafflecell.com
　【例】L.example. wafflecell.com

RDP Username に「Waffle Cell ユーザー名」を入力。
RDP Passwordに「パスワード」を入力。

【 2 】iPadや iPhone 用でのリモートデスクトップ
Web検索するか
　http://j.mp/2kiiMFs
などを参照してください。



サービス追加削除(一般)
Waffle Cell にサービスを追加、または追加したサービスの削除を行います。
ここで行う追加は Nextcloud、Wordpress(ブログ)等サーバー用の機能に
なります。
　管理 TOP → 管理者ログイン → サービス追加削除(一般)
と進んでください。

※注 1
Waffle Cell 管理ページから仮想デスクトップに「サービス追加」することは
できますが Ubuntu 用のアプリケーションソフトをユーザー自身でインス
トールすることはできません。

※注２
仮想デスクトップにサービス追加は「サービス追加削除（仮想デスクトッ
プ）」の項目で行います。仮想デスクトップには Libre Office等のサーバー
用ではない機能を追加できます。
　管理 TOP → 管理者ログイン → サービス追加削除(仮想デスクトップ)
と進んでください。

サービス追加の詳細

http://blade.wafflecell.com/hp/stm2.php

上記サイトでは Nextcloudを例に取り説明しています。詳しくはこ
ちらを参照してください。

※本取扱説明書の画面図は出荷時期により多少異なる場合があります。予め
ご了承ください。


