
B-MANU201496-02
M-MANU200975-02 モバイル WiMAXルーター

かんたん設定ガイド

箱の中には （□にチェックしながら、ご確認ください。）

□ 本体   □ ACアダプター（1個）
□ バッテリー（1個） □ クレードル（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）

本製品をWiMAX接続する場合、WiMAXサー
ビス事業者とのサービス加入契約が必要です。
契約の詳細についてはWiMAXサービス事業者へお問い合わ
せください。

・ゲーム機、iPhone等に接続する方法や、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やFAQ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/

本紙では、バッテリーの充電方法、接続設定、WiMAXサービスへの
加入方法等、本製品を使用するために必要な準備を説明しています。

有線LANで接続する場合

Step1 各部の名称・機能を確認する
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バッテリー残量が
十分

バッテリー残量が
少ない

バッテリー残量が
非常に少ない

最新ファームウェア
のお知らせ

ファームウェア
アップデート中

未契約時または
WiMAX未接続時

電源OFF

電波が
非常に弱い

圏外

電波が
普通～強い

電波が弱い

WiMAX接続中

WiMAX接続済み

充電完了

充電中または
バッテリー未装着時

POWERボタン
電源をON/OFFします。
（約3秒以上押す）

WPSボタン
本製品とWPS対応機器を
接続するために使用します。
（約3秒以上押す）

クレードル接続コネクター
添付のクレードルを接続する際に
使用します。

電源接続コネクター
添付のACアダプターを接続します。

ランプ本体

クレードル接続コネクター
本体を接続する際に使用します。

概要色

緑

状態

点滅 有線LAN通信中

- 消灯 通信していない状態

LINKランプ

クレードル

SSID
本製品のSSID、KEY、
PINコードを記載しています。

RESETボタン
2秒未満押す：本製品を再起動
2秒以上押す：本製品を出荷時設定に戻します。

本体（裏面）

カバー
バッテリーを取り付け/取り外す際に外します。

バッテリー装着部
添付のバッテリーをセットします。
本製品のシリアル番号、MACアドレス、IPアドレス
を記載しています。

Step3 ACアダプターを接続する Step4 パソコンに接続する（有線で接続する場合）

（無線で接続する場合は
ウラ面へ）

以上でバッテリーのセットは完了です。
右記Step3へお進みください。

３ カバーをスライドさせ、
元に戻す

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。

Step2 バッテリーをセットする

準 備 編

LANケーブルをパソコン等のLANポートに接続２

POWERボタンを3秒以上長押し３

以上で有線LANとの接続は完了です。
次に本紙ウラ面【Step5 WiMAXデータ通信サービスの加入契約をする】へ
お進みください。

LANケーブルをクレードルのLANポートに接続１
LANケーブルは別途お買い求めください
LANケーブルは添付しておりません。別途お買い求めくだ
さい。

本体裏にあるカバーをスライドさせ、取り外す１

突起部を押しながらスライド

［SSID］［KEY］［PIN］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。
本体裏のカバーを開けると確認できます。
　※［xxxxx］部分は機器により異なります。

番号をメモしてください。

※2011年10月現在、［PIN（WPS）］はご利用いただけません。

電源接続
コネクター
添付のACアダプター
を接続します。

LANポート
有線LANで接続する際、
LANケーブルを接続します。

２ ①添付のバッテリーのラベル面を上に向ける
②本製品とバッテリーの接続端子を合わせて、奥までスライドさせてセット

接続端子を合わせる

ラベル面が上

添付のACアダプターを、
クレードルの電源接続コネクターに接続

１

電源プラグを電源コンセントに接続２

本体に強い力を加えない
本体をクレードルにセットする際に、本体に強い力を加えると、コネ
クター部が破損する恐れがありますので、ご注意ください。

本体をクレードルにセット３

CHARGEランプが赤色に点灯し、
充電が始まります。
※満充電になると消灯します。

２

１

コネクターを合わせる

３

CHARGEランプが
赤色に点灯

消灯（満充電）
↓

以上でACアダプターの接続は完了です。右記Step4へお進みください。
※充電しながらでもStep4の作業はおこなえます。

本体電源OFF時での満充電までの目安時間
●ACアダプター接続時：約4時間
●USBポート接続時　 ：約5時間

※本体電源ON時は、使用状態により充電時間が長くなります。
※バッテリーの状態や温度などにより充電時間は変わります。

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。

パソコンのUSBポートからも充電ができます
別途、USBケーブル（miniB ⇔ A）が必要です。

本体に直接ACアダプターを接続することもできます
①添付のACアダプターを、本体の電源接続コネクターに接続
②電源プラグを電源コンセントに接続
　⇒CHARGEランプが赤色に点灯し、充電が始まります。

CHARGEランプが
赤色に点灯

消灯（満充電）
↓

ここでは本製品をパソコンに有線LANで接続する場合の手順を説明しています。
無線LANで接続する場合は、本紙ウラ面【Step4 パソコンに接続する（無線で接
続する場合）】へお進みください。

パソコン等のLANポートへ

１

２

3秒以上長押し

３

本製品はバッテリーを装着してご使用ください。
ACアダプターのみでは動作しません。

クレードルの脱着時、
本製品の電源をOFFにしてください
本製品の電源がONのままクレードルの取り付け/取り外しをすると、

本製品が再起動します。

クレードルを取り付け/取り外しする際は、本製品の電源をOFFにし

てからおこなってください。

消灯

WPS設定中

バッテリーの（+）（-）を逆にセットしないでください
故障、発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因になります。

本製品を立てると、
バッテリーのラベルの向きは
下図のように天地逆になります。

クレードル接続コネクター側



無線LANの接続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。

●パソコンに無線LAN用のスイッチがある場合は、スイッチをONにしてください。 

Step5 WiMAXデータ通信サービスの加入契約をする

Step6 インターネットに接続する

以上でWiMAXデータ通信サービスの加入契約は完了です。設定画面を閉じます。

STATUSランプが青色に［点灯］していることを確認１
Webブラウザーを起動し、インターネットをご利用ください。２

Step4 パソコンに接続する（無線で接続する場合）

●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。

以上で無線LANとの接続は完了です。
右記Step5へお進みください。

●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。

以上で無線LANとの接続は完了です。
右記Step5へお進みください。

４ ご契約される事業者を選択し、
画面の指示にしたがって各項目を入力

以上で設定は完了です。

STATUSおよび　　（電波強度）ランプの状態を確認１

Webブラウザーを起動し、設定画面を開く２
［http://192.168.0.1］と入力※契約が完了していない場合は、［WiMAX］メニューの［契約情報］タブを

　クリック後、画面の左上に「WiMAXサービス未契約」と表示されます。

［WiMAX］→［契約情報］→［契約する］の順にクリック３

※WiMAXデータ通信サービス事業者とのご契約によっては表示される画面や動作が異なります。
　詳しくはWiMAXデータ通信サービス事業者または販売店へお問い合わせください。

※Mac OSの場合は手動でWebブラウザ（Safari等）を起動してください。

※数分たっても別ウィンドウで「WiMAX総合ポータルスタートページ」画面が表示されない場合は、本製品のSTATUSランプを確認してください。
　●STATUSランプが青色に［点滅］している場合 ⇒ 本製品を窓際などの電波状態の良い場所に設置してください。
　●STATUSランプが青色に［点灯］している場合 ⇒ 手動でWebブラウザを起動してください。　

●別のウィンドウで「WiMAX総合ポータルスタートページ」画面が表示されるまで、
　しばらく待ちます。（約1分）

①

Windows Vistaの場合

画面右下のタスクトレイに
あるアイコン    をクリック

２

［ネットワークに接続］を
クリック

３

［接続されました］と表示
されたら［閉じる］ボタン
をクリック

６

SSIDを選択
本製品の［SSID］
（AirPortxxxxx）を選択し、
［接続］ボタンをクリック

４

※“xxxxx”には数字が入ります。

Windows XPの場合

画面右下のタスクトレイに
あるアイコン    をクリック

２

［接続☆］と表示されたら
画面を閉じる

５

３
SSIDを選択

※“xxxxx”には数字が入ります。

本製品の［SSID］
（AirPortxxxxx）を選択し、
［接続］ボタンをクリック

STATUSランプを確認

青色に点滅
（WiMAX接続中）

青色に点灯
（WiMAX接続済み）

WiMAXデータ通信サービス
の加入契約が完了しています。
【Step6 インターネットに
接続する】へお進みください。

手順　　　　へ２

青色に点灯

本製品を窓際などの電波状態の良い場所に設置し、
　　　（電波強度）ランプが青色に点灯してから、

　　　（電波強度）ランプが
手順　　にお進みください。２

消灯

Mac OSの場合

POWERボタンを
約3秒以上長押し

１

２ 画面左上のアップルメニューをクリックし、
「システム環境設定」をクリックします。

３「インターネットとネットワーク」の中にある
「ネットワーク」をクリックします

４ 画面左側の[AirMac]をクリックします。
「メニューバーにAirMacの状況を表示」の
チェックボックスにチェックを入れ、［適用］を
クリックします。

●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。

以上で無線LANとの接続は完了です。
右記Step5へお進みください。

POWERボタンを
約3秒以上長押し

１POWERボタンを
約3秒以上長押し

１

［AirMac］を選択

チェック

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

５

暗号キー（13桁）を入力

3秒長押し 3秒長押し

3秒長押し

②

③

（電波強度）ランプを確認

橙色に点灯/点滅
または消灯

橙色に点灯/点滅
または消灯

５ WiMAXデータ通信サービス加入契約完了後、手順　　の画面
に戻り、［WiMAXサービス契約済み］と表示されるまで待つ

５ メニューバーに表示されている
AirMacアイコンをクリックし、
本製品の［SSID］（AirPortxxxxx）
を選択します。
※“xxxxx”には数字が入ります。

※アイコンが「切」の状態である場合は、「AirMacを入にする」を選択して、
　AirMacを有効にします。

SSIDを選択

AirMacアイコンをクリック

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

４

暗号キー（13桁）を入力

６ 本製品と同じ暗号キー（13桁）を
入力し、「OK」ボタンを
クリックします。

暗号キー（13桁）を入力

●ゲーム機、iPhone等WI-FI機器に接続する場合は
　　   ･･･別紙『かんたん設定ガイド：応用編』をご覧ください。

●固定回線向け無線ルーターとして使用する場合は
　　   ･･･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やFAQについては
　　　　　　　　　　　 ･･･別紙『必ずお読みください』また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/

Windows 7の場合

●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。

画面右下のタスクトレイに
あるアイコン    をクリック

２

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

。すましクッリクを］KO［、けつ

以上で無線LANとの接続は完了です。
右記Step5へお進みください。

本製品の［SSID］（AirPortxxxxx）を選択し、
［接続］ボタンをクリック
３

SSIDを選択

※“xxxxx”には数字が入ります。

POWERボタンを
約3秒以上長押し

１

本製品と同じ暗号キー（13桁）を入力し、
［OK］ボタンをクリック

４

暗号キー（13桁）を入力

3秒長押し

※本製品の［SSID］は
　本紙表面Step2の　　でメモした
　［SSID］と同じものを選択します。

１

※本製品の［KEY］（暗号キー）は
　本紙表面Step2の　　でメモした
　［KEY］と同じものを選択します。

１

WPSボタンで接続する場合

以上で無線LANとの接続は完了です。
右記Step5へお進みください。

子機のWPSボタンを押す３
※子機の操作方法については、子機の取扱説明書をご覧ください。

POWERボタンを約3秒以上長押し１

POWERボタンを
3秒長押し

※本製品の［SSID］は
　本紙表面Step2の　　でメモした
　［SSID］と同じものを選択します。

１

※本製品の［KEY］（暗号キー）は
　本紙表面Step2の　　でメモした
　［KEY］と同じものを選択します。

１ ※本製品の［KEY］（暗号キー）は
　本紙表面Step2の　　でメモした
　［KEY］と同じものを選択します。

１

※本製品の［SSID］は
　本紙表面Step2の　　でメモした
　［SSID］と同じものを選択します。

１

※本製品の［SSID］は本紙表面Step2の　　でメモした［SSID］と同じものを
　選択します。

１

※本製品の［KEY］（暗号キー）は
　本紙表面Step2の　　でメモした
　［KEY］と同じものを選択します。

１

本製品を窓際などの電波状態の良い場所に設置します。
　　　（電波強度）ランプおよびSTATUSランプが青色
に点灯してから、【Step6 インターネットに接続する】へ
お進みください。

（電波強度）ランプを確認

３

●無線LAN子機が「WPSワンプッシュボタン式」に対応している必要があります。

　無線LAN子機が「WPSワンプッシュボタン式」に対応していない場合は、左記の

　ご使用のOSの方法で設定してください。

●Windows 7標準のワイヤレスネットワーク接続のWPSには未対応です。

●SSIDを選択してからおこなうWPSには対応しておりません。

●「PINコード式」のWPSには対応しておりません。

●WPSでの接続は、他の無線LAN機器と通信していない状態でおこなってください。

２ 本製品のWPSボタンを
約3秒以上長押し後、離す

WPSボタンを
3秒長押し後、離す

STATUSランプが
赤色に点滅します

［STATUS］ランプが消灯するまで
しばらく待ちます。 

４

※WiMAX契約済みの場合は、［STATUS］ランプが青点灯するまで
　しばらく待ちます。


