
M-MANU200922-01

モバイル Wi-Fiルーター
かんたん設定ガイド

本紙では、バッテリーの充電方法や無線LANの接続設定など、本製品を
使用するために必要な準備を説明しています。
本製品をゲーム機などに接続する方法や、その他設定方法については、
別紙『かんたん設定ガイド：応用編』をご覧ください。
より詳しい設定方法等については、弊社ホームページより『画面で見る
マニュアル』をご覧ください。

http://www.iodata.jp/lib/

Step1 各部の名称・機能を確認する

箱の中には
□にチェックながら、ご確認ください。万が一不足品がございました
ら弊社サポートセンターにご連絡ください。

□ 本体    □ ACアダプター（1個）
□ バッテリー（1個）  □ 必ずお読みください（1枚）
□ かんたん設定ガイド：準備編（1枚：本紙）
□ かんたん設定ガイド：応用編（1枚）
□ 「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール（1枚）

Step2 バッテリーをセットする

状態LEDランプ

CHARGE

充電の状態を表示します。
　赤点灯：充電中
　消灯   ：充電完了または中断
　赤点滅：充電エラー

※本製品の使用と同時に充電した場合など、
　充電中にバッテリーの温度が高くなると、一時的に
　充電が中断する場合があります。

（電源ランプ）

バッテリーの残量を表示します。
　消灯   ：電源OFF
　青点灯：多い
　橙点灯：少ない
　橙点滅：非常に少ない

使用状態を表示します。
　青点灯：基地局へ接続中
　青点滅：基地局へ接続試行中

※WPSボタンを押した時
　　点滅：設定中
　　点灯→消灯：設定完了

INTERNET

データ通信カードの電波強度を表示します。
　青点灯：普通～非常に強い
　橙点灯：弱い
　橙点滅：非常に弱い
　消灯   ：圏外

※電波強度ランプに対応していないデータ通信カードが
　あります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

（電波強度ランプ）

ウラにつづく

準備編

WPSボタン カバー

リセットスイッチ 電源コネクター（DC-IN）
添付のACアダプターを接続し、
バッテリーを充電します。（右記参照）

開けるとバッテリーを
出し入れできます。
（右記参照）

USBコネクター
データ通信カードを
接続します。

本製品とWPS対応
機器を接続するため
に使用します。
（3秒以上押す）

本製品を出荷時設定に
戻す場合に使用します。

電源ボタン
本製品の電源を
ON/OFFします。
（3秒以上押す）

※データ通信カードは外しておいてください。

以下の順にカバーを取り外します。１

Step3 バッテリーを充電する

添付のACアダプターをつなぎ、充電を開始します。１

満充電まで約4.5時間かかります。
ただしバッテリーの劣化により、充電時間が長くなる場合があります。

バッテリーには寿命があります
十分に充電しても使用できる時間が短くなってきた場合は、バッテリー
の寿命です。指定の新しいバッテリー（型番:LI-185A）をお買い求めく
ださい。なお、バッテリーの寿命は使用状態により異なります。

CHARGEランプが点滅した場合は、充電エラーです
バッテリーやACアダプターを装着し直してください。
それでもCHARGEランプが点滅した場合は、バッテリーまたは本製
品の故障の可能性があります。

パソコンのUSBポートからも充電が可能です
添付のACアダプターを使用せず、パソコンのUSBポートから充電する
場合は、市販のUSB mini Bケーブルをご用意ください。
また、本製品の電源は必ずOFFにしてから充電をおこなってください。

充電が完了したら（電源ランプ　  が消灯したら）、
ACアダプターを取り外します。

２

充電が始まります。
（CHARGEランプが［赤点灯］になります。）
CHARGEランプが［消灯］したら充電完了です。

CHARGEランプが［赤点灯］→［消灯］になるまで待つ

バッテリーを外す場合
手前側よりバッテリーを持ち上げます。

バッテリーを奥までスライドさせ、セットします。２

本製品とバッテリーの端子部をあわせて
セットします。

バッテリー
ラベル面が上

押さえを閉め、カバーをすべて元に戻します。３

カチッ

1. ツメ をカチッとなるまで、はめてください。

2. カバーを本体の上に置き、
　 ツメを少し強めにカチッ
　 となるまではめます。

カチッ

※横のカバーは矢印（△）が裏面側に
　なる向きではめてください。

3. 横のカバーを元に戻します。

以上でバッテリーのセットは完了です。

4. ツメを外し、押さえを上げます。

1. 本製品を裏返し、横のカバーを矢印（△）の
 　方向に浮かせて外します。

［SSID1］［SSID2］［暗号キー］をメモする
無線LANやゲーム機等と接続する際に必要です。

●［SSID2］
　バッテリーを取り外すと確認できます。
　[AirPortWｘｘｘｘｘ]が［SSID2］になります。
　（xxxxx部分は機器により異なります。)
　※［SSID2］の［暗号キー］は、
　　［SSID1］の［暗号キー］と共通です。

SSID2  ： AirPortWxxxxx

型番 ： xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx定格 ： DC5V 最大 1.5A

MADE IN TAIWAN

000XXX000000

MAC アドレス：

S/N ： xxxxxxxxxxxx

工場出荷時IPアドレス  ： 192.168.0.1

バッテリーを外した下の所バッテリーを外した下の所

●［SSID1］［暗号キー］［PINコード］
　本製品のカバーを開けると確認できます。
　［AirPortxxxxx］が［SSID1］になります。
　（xxxxx部分は機器により異なります。）

SSID1  ： AirPortxxxxx

暗号キー ：xxxxxxxxxxxxx

PIN（WPS）： xxxxxxxx

SSID1  ： AirPortxxxxx

暗号キー ：xxxxxxxxxxxxx

PIN（WPS）： xxxxxxxx

バッテリーの押さえの所バッテリーの押さえの所

2. 本製品を表に返し、矢印（△）の部分を手前に引っ張り外します。　

Step4 データ通信カードを接続する

本製品のUSBコネクターにデータ通信カードを挿し込みます。

インターネットの接続まで約3分程かかります

USBコネクターのところのカバーを取り外します。１

USBコネクターにデータ通信カードを挿し込みます。２

取り外したカバーを元に戻します。３

電源ボタンを3秒間押し、本製品の電源をONにします。４

１

2

物理的に挿し込めない場合
データ通信カードのサイズやUSBコネク
ターの位置により物理的に差し込めない
場合は、データ通信カードに付属のUSB
延長ケーブルをご使用ください。

1.USBポートに接続

2.コンセントに挿し込む

1. 添付のACアダプターを本製品につなぎます。
2. ACアダプターを電源コンセントに挿します。

3
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Step6 契約プランを設定する

Internet Explorer等のWebブラウザーを開き、
［http://192.168.0.1]と入力します。
２

［インターネット］をクリックします。３

［3G］タブをクリックします。4

［設定］ボタンをクリックします。7

事業者からの資料を参照して契約内容を入力します。6

※「＠nifty Mobile BB」をご利用の場合は、［ユーザー名］を
　フルドメイン形式（@nifty ID + @nifty.com）で入力してください。
　（「パスワード」はログインパスワードを入力してください。）

　例）abc01234@nifty.com 

［インターネット］をクリック3

［3G］をクリック4

契約内容を入力6

［設定］をクリック7

［手動設定］を選択5

［ISP］から［手動設定］を選択します。5

※「＠nifty Mobile BB」をご利用の場合は、［ISP］から［@nifty Mobile BB］
　を選択します。

ゲーム機などに接続する場合や、その他設定に
ついては、別紙『かんたん設定ガイド：応用編』を
ご覧ください

１ 画面右下のタスクトレイにあるアイコン　　を
クリックします。

クリック

２ 本製品の［SSID1]を選択し、[接続]ボタンをクリック
します。

①選択

②クリック

３ 本製品と同じ暗号キー（13桁）を入力し、［接続］ボタン
をクリックします。

①入力

②クリック

Windows 7の場合

４ 設定したワイヤレスネットワークに［接続☆］と
表示されたら
設定完了です。

２ 本製品の［SSID1］を選択し、
［接続］ボタンをクリックします。

①選択

②クリック

２「ネットワークに接続」を
クリックします。 クリック

３ 本製品の［SSID1]を
選択し、[接続]ボタン
をクリックします。

①選択

②クリック

４ 本製品と同じ暗号キー
（13桁）を入力し、[接続]
ボタンをクリックします。

①入力

②クリック

５「正しく接続しました」
と表示されたら設定
完了です。
[閉じる]をクリック
します。

クリック

１ 画面右下のタスクトレイにある
アイコン　　をクリックします。 クリック

Windows Vistaの場合 Windows XPの場合

Step5 無線LANの接続設定をする

無線LANの接続設定をする前に、以下をご確認ください。
●パーソナルファイアウォールや、Windows標準のファイアウォールを利用している場合は、一時的にOFFにするか、許可する設定に変更してください。
●インターネットエクスプローラの［ツール］-［インターネットオプション］-［接続］タブで［ダイヤルしない］に変更してください。
●本製品を使わずにデータ通信カードとパソコンでインターネットに接続できることを確認してください。

●本製品の［SSID1］をメモしておいてください。［SSID1］は本製品のカバーを外すと確認できます。
（カバーの外し方については、本紙表面【Step2 バッテリーをセットする】参照）

３ 以下の画面が表示されたら、本製品の［WPS］ボタンを
［INTERNET］ランプが点滅するまで約3秒間押します。
※　  の後、2分以内におこなってください。
⇒そのままお待ちください。
　設定が完了すると自動的に画面が消えます。

２

［SSID1］を確認

以上で、無線ＬＡＮの親機と子機の接続設定は終了です。
Internet Explorer等のWebブラウザーを開き、本製品を
通じてインターネットに接続できれば、セットアップは終了です。

１ 画面右下のタスクトレイ
にあるアイコン　　　を
クリックします。

クリック

タスクトレイにアイコンが表示されていない場合
①画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンを
クリックし、［カスタマイズ...］クリックします。
②［タスクバーに全ての通知と設定を表示
する］にチェックをつけ、［OK］をクリックします。

クリック

設定完了すると
画面が消えます

［WPS］ボタンを
［INTERNET］ラン
プが点滅するまで
約3秒間押す

●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。

●暗号キーは［＊］や［●］で表示される場合があります。

インターネットにつながらない場合等、その他
困ったときには、別紙『必ずお読みください」
または『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

契約プランを確認します。以下の契約プランにご契約
の場合は、自動的にインターネットに接続されます。
⇒以上でセットアップは終了です。

１

※事業者からの資料をご用意ください。  

※無線LANで接続を完了し、事業者からの資料を参照して設定をおこ
　なってください。 

プラン事業者

SoftBank
データ定額ボーナスパック 

データバリューパック※2 

WILLCOM 3Gデータ定額

U定額 HIGH-SPEEDプラン（mopera U）docomo

スーパーライトデータプラン

データプラン※１
EMOBILE

※1　「データプランB」、「データプラン21B」をご契約の場合は、
　　 以下の手順で契約プランの内容を手動設定してください。 

※2　「C02HW」で「データバリューパック」をご契約の場合は、接続先
　　 を「SoftBank（データ従量プラン）」に設定してください。

上記のプラン以外 の3Gデータ通信カード
（@nifty Mobile BB、日本通信端末等）をご使用の
場合は、　 からの手順で設定してください。２


