
設置イメージ

スイッチについて

M-MANU201034-01 2 インターネットに接続する３無線LANの接続設定をする2
かんたんセットアップガイド
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本紙では本製品のセットアップ方法について説明しています。
本製品の仕様や詳細な設定方法については、弊社ホームページより
「画面で見るマニュアル」をご参照ください。（「画面で見るマニュア
ル」については別紙「必ずお読みください」参照）

箱の中には
□ にチェックをつけながらご確認ください。
□ 本製品（1台）  □ ACアダプター（1個）
□ LANケーブル（1本） □ 縦置きスタンド（1個）
□ かんたんセットアップガイド（本紙/1枚）
□ 必ずお読みください（1枚）
□ net.USBクライアント セットアップガイド（1枚）
□ ファミリースマイル設定ガイド（1枚）
□ 「2.4GHz帯使用の無線機器について」シール（1枚）

設置する11 ランプの状態を確認する22

SSID1、暗号キーをメモする33

2
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▼

←正面側 ←正面側

小さい方のツメを
引っかける

大きい方のツメを
引っかけて立てる

縦置きスタンドの取り付け方

インターネット

本製品モデム

111 スイッチが［自動］であることを確認

112 モデムからのLANケーブルを
［インターネット］ポートに接続

モデム

ACアダプター
本製品側面

113 添付のACアダプターを本製品のDC INとコンセントに接続

ランプ 状態

緑点灯ワイヤレス

WPS 消灯

電源 青点灯

点滅または点灯
または消灯

お知らせ

ランプが以下の状態になっていることを確認

※ 各OSにより設定手順が異なります。使用するOSの設定手順を参照してください。
※ スマートフォン、ゲーム機等に接続する場合は、本紙裏面を参照してください。

以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に【３ インターネットに接続する】へお進みください。

●モデムの電源および本製品の電源が入っていることを確認
●モデムと本製品をつないでるLANケーブルが、しっかりと奥まで
　差し込まれているか確認
それでも解決しない場合は、弊社ホームページより「画面で見るマニュ
アル」の【困ったときには】をご参照ください。
（「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照）

ランプが上記のようにならない・・・?

設置する1
3

Windows Vista®の場合

111 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

①本製品の
　［SSID1］を選択

②［接続］ボタンを
　クリック

4

①本製品の［暗号キー］
　（13桁)を入力

②［接続］ボタンを
　クリック

5　①［正しく接続しました］と表示されていることを確認

②［閉じる］ボタンを
　クリック

Windows XPの場合

3

111 画面右下のタスクトレイに
あるアイコン 　　　を
クリック

2

4

①［ネットワークキー］と「ネットワークキーの確認入力］欄
　に本製品の［暗号キー］（13桁)を入力

②［接続］ボタン
　をクリック

①本製品の
　［SSID1］を選択

②［接続］ボタンを
　クリック

本製品の［SSID1］に［接続☆］と表示されている
ことを確認

Mac OSの場合

3

111 ①画面左上の
　アップルメニューをクリック
②［システム環境設定］を
　クリック

2

①画面左側の
　［AirMac］を
　クリック

②「メニューバーにAirMacの
　状況を表示」にチェック

③［適用］をクリック

［ネットワーク］を
クリック

①メニューバーに表示されて
　いるAirMACアイコンをクリック

②本製品の［SSID1］を選択

4

［AirMacを入りにする］を選択し、AirMacを有効にします。

アイコンが「切］の状態になっている・・・?

5 ①本製品の［暗号キー］
　（13桁）を入力

②［OK］ボタンをクリック

弊社製子機の場合（WPS接続の場合）

111

Windows 7の場合

111 画面右下のタスクトレイにある
アイコン 　　　をクリック

以下の手順でアイコンを表示してください。
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
②［カスタマイズ...］をクリック
③［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

タスクトレイにアイコンが表示されていない・・・?

①クリック

②クリック

2
①本製品の［SSID1］を選択

②［接続］ボタンをクリック

①右の画面が表示
　されたことを確認

113

②本製品の［WPS］ボタンを
　約3秒間長押し

③［WPS］ランプが青色に点滅したら離します

⇒そのまま画面が消えるまでお待ちください。
　設定が完了すると自動的に画面が消えます。

●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。

本製品背面に貼付されているシール上に記載の［SSID1］、
［暗号キー］をメモする

以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に【３ インターネットに接続する】へお進みください。

以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に【３ インターネットに接続する】へお進みください。

以上で無線LANの接続設定は完了です。
次に【３ インターネットに接続する】へお進みください。 以上で無線LANの接続設定は完了です。

次に【３ インターネットに接続する】へお進みください。

無線の接続ができなかった?
<WPSで接続した場合>
WPSを使用せず、上記からご利用のOSの設定
手順を参照し、接続してみてください。

<Windows 7/Vista/XP/Mac OSの場合>
●接続先アクセスポイントのSSIDと暗号キーが一致しているか確認し、接続をやり直してください。詳しくは弊社ホームページより「画面で
見るマニュアル」の【困ったときには】をご参照ください。（「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照）
●本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。

以上で設定は完了です。
インターネットにつなぎ、お楽しみください。

11１ ブラウザーソフト（Internet Explorer等）を起動する

11３ ①プロバイダから指定された［ユーザーID］と
　［接続パスワード］を入力

11４ 引き続き「悪質サイトブロック ファミリースマイル」の
●設定をおこなう場合は、
　⇒［ファミリースマイルの設定画面へ］をクリック
　※「悪質サイトブロック ファミリースマイル」については本紙裏面参照

●設定をおこなわない場合は、
　⇒［ステータス画面へ］をクリック

②［完了］をクリック

自動的に設定完了しています。
インターネットをお楽しみください。

※NTTフレッツシリーズの場合は、@から後ろもすべて入力します。

ご利用環境にあわせてルーターモード/APモードを
自動的に切り換えます。 ※通常、［自動］でご利用ください。

自動

ルーター ルーターとして動作します。

AP（アクセスポイント）モードで動作します。
※本製品の［インターネットポート］はLANポートとして動作します。
　本製品の［IPアドレス］の初期値は［192.168.0.201］です。
　IPアドレスは本製品の設定画面にて任意のアドレスに変更
　もしくはDHCPによる自動取得に設定することができます。
　net.USBクライアントやスケジュール機能などをご利用の際は、
　DHCPによる自動取得に設定を変更してください。
　IPアドレスの変更の方法は、弊社ホームページより
　「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

AP

暗号キーをメモ

SSID1をメモ

●メッセージ画面が表示された場合はメッセージにしたがって、
　確認または設定をおこなってください。
●それでも解決しない場合は、弊社ホームページより「画面で
　見るマニュアル」の【困ったときには】をご参照ください。
（「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照）

インターネットに接続できない?

弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。
（「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照）

上記と異なる画面が表示された?

2 ①子機の［WPS］ボタンを
　下の画面が表示されるまで押す

子機の［WPS］ランプが消えたら設定完了です。

②［WPS］ボタンから手を離し、
　子機の［WPS］ランプが消えるまで待つ

▼WN-AG300Uの場合

▼WN-AG300Uの場合

※［WPS］ランプは約5分後に消灯しますが正常です。

●しばらく待っても画面が消えない場合は、［セキュリティキー］に
　本製品の［暗号キー］を入力してください。
●［WPS］ランプが緑色に点滅した場合は接続に失敗しています。
　本製品の電源を一旦切って入れ直し、上記手順　　 に戻り
　接続をやり直してください。

設定が完了しない?

111

［WPS］ランプが緑色に点滅した場合は接続に失敗しています。
本製品の電源を一旦切って入れ直し、本手順　　 に戻り、接続を
やり直してください。

設定が完了しない?

111

11２［かんたん接続］をクリック

①本製品の［WPS］ボタンを
　約3秒間長押し

②［WPS］ランプが青色に点滅したら離します
※［WPS］ランプは約5分後に消灯しますが正常です。

以下のエラー画面が
表示された場合

インターネットの画面が
表示された場合



スマートフォンに接続する場合（QRコネクト）

ゲーム機、スマートフォン等に接続する場合参考

ニンテンドーDSi/DS Lite/DSの場合

111 ●ニンテンドーDSiの場合
　[はじめる]（本体設定）から[インターネット]→
　[接続設定]の順にタッチ
●ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合
　ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトを起動
　→Wi-Fiコネクション設定画面を起動
　→[Wi-Fi接続先設定]をタッチ
※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

接続先 1

もどる

手動で設定

アクセスポイントを検索

3
［アクセスポイント
を検索］をタッチ

インターネット

もどる

上級者設定

未設定

未設定

未設定

ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ

接続先  1

接続先  2

接続先  3

2 接続先１～３のうち
「未設定」のひとつを

タッチ

以上で接続設定は完了です。
インターネットにつなぎ、ご使用ください。

※操作例：ニンテンドーDSi
※本製品の無線セキュリティ（暗号化）をWEPに設定してください。

接続先 1

もどる

xxxxx

再検索

xxxxx

xxxxx

4

本製品の［SSID3］
をタッチ

接続先 1

セキュリティが設定されていません。

WEP

セキュリティの変更

もどる OK

5

①本製品の暗号キー
　（13桁）を入力

②［OK］をタッチ

設定内容を保存しました。

接続テストを開始します。

OK

6

［OK］をタッチ

※ その他のゲーム機への接続については、弊社ホームページより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。
　（「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照）
※ 事前にパソコンと本製品を接続してください。（本紙表面参照）

いろいろな使い方参考
※必要に応じてご利用ください。 ※必要に応じてご利用ください。

簡単設定アプリ『QRコネクト』（無料）をインストールし、設定します。

以上で接続設定は完了です。
インターネットにつなぎ、ご使用ください。

Wiiの場合

111 Wiiを起動します。

以上で接続設定は完了です。
インターネットにつなぎ、ご使用ください。

３月１４日（水）

Wiiメニュー

2 画面左下の[Wii]ボタンに
カーソルを合わせ、
　  ボタンを押すA

Ver. 2.0J

もどる

Wii本体設定 1

本体ニックネーム

カレンダー

画面

サウンド１

1 2 3

4
画面中央右の矢印　に
カーソルを合わせ、
　  ボタンを押すA

もどる

Wii本体設定 2

ペアレンタルコントロール

センサーバー

インターネット

WiiConnect24

１

1 2 3

5 ［インターネット］に
カーソルを合わせ、
　  ボタンを押すA

もどる

インターネット

本体情報

利用規約

接続設定
１

6 ［接続設定］にカーソルを
合わせ、　  ボタンを押すA

もどる

接続設定

接続先２

接続先３

接続先１ 未設定

未設定

未設定

１

７ ［接続先1～3］のうち
［未設定］の一つにカーソルを
合わせ、　  ボタンを押すA

データ管理 Wii本体設定

もどる

A
3 [Wii本体設定]にカーソルを

合わせ、　　ボタンを押す

もどる

接続先１

有線接続

Wi-Fi接続

１

［Wi-Fi接続］にカーソルを
合わせ、　  ボタンを押すA

８

もどる

接続先１

ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ

手動で設定

アクセスポイントを検索
１

A O S S

無 線
スタート

ら くら く

［アクセスポイントを検索］
にカーソルを合わせ、
　  ボタンを押すA

９

やめる OK

接続先１

接続したいアクセスポイントを選んでください。

１

［OK］にカーソルを
合わせ、　  ボタンを押すA

10

もどる OK

接続先１

セキュリティの変更

キーを入力してください。

セキュリティが設定されています。WEP

xxxxxxxx

１

本製品と同じ暗号キー
（13桁）を入力し、
［OK］にカーソルを合わせ、
　  ボタンを押すA

12 本製品と同じ暗号キー
（13桁）を入力し、
［OK］にカーソルを合わせ、
　  ボタンを押すA

12

もどる 再検索

接続先１

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

１

本製品の［SSID1］に
カーソルを合わせ、
　  ボタンを押すA

11

※アクセスポイントが見つからない
　場合は［再検索］を押します。

やめる OK

接続先１

この内容を保存します。
よろしいですか？

12

［OK］にカーソルを合わせ、
　  ボタンを押すA

13

OK

接続先１

設定内容を保存しました。
接続テストを開始します。

12

［OK］にカーソルを合わせ、
　  ボタンを押すA

14

接続先１

いいえはい

接続テストに成功しました。
Wii本体を更新しますか？
Wiiサポートコード：xxxx x

12 ●接続のみおこなう場合は
　［いいえ］にカーソルを
　合わせ、　  ボタンを押すA
●このままWii本体の更新を
　おこなう場合は、
　［はい］にカーソルを
　合わせ、　  ボタンを押すA

15

PSPの場合

111 PSPを起動します。

○ボタンで設定を保存します。保存が完了したら接続テストをおこなってください。
以上で接続設定は完了です。インターネットにつなぎ、ご使用ください。

「悪質サイトブロック　ファミリースマイル（以下ファミリースマイル）」は、不適切なサイトの閲覧を制限し、安心してインターネットを利用できる
フィルタリングサービスです。また本製品を通して接続されるパソコン、ゲーム機、デジタル家電等を一括して設定することができ、家族みんなが
安心してインターネットをお使いいただけます。
※URLリストは、携帯電話キャリアで採用されているネットスター株式会社のURLリストを使用しています。
※ファミリースマイルは一年間無償です。（下記「ファミリースマイルのライセンスを更新する」参照）
※ファミリースマイルはルーターモード時のみ、ご利用いただけます。

悪質サイトブロック ファミリースマイルについて参考
※必要に応じてご利用ください。

ファミリースマイルの設定方法 ファミリースマイルの設定画面の開き方

※ライセンス番号は、本製品背面の中に貼られているシール上
に記載の12桁の英数字です。

以上で「ファミリースマイル」が利用開始できる状態になります。

本製品に接続される機器毎に、制限レベルを
設定することができます。

本製品に接続されるパソコン、ゲーム機等の
全ての機器に対しての制限を設定します。

①［全体制限］の制限レベルを選択します。
②［反映］→［設定］ボタンの順にクリックします。

①設定する機器の［MACアドレス］を入力します。
※MACアドレスは、設定する機器（パソコンや
　ゲーム機など）の本体情報等で確認できます。
　詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
②利用したい制限レベルを選択します。
③［反映］ボタンをクリックします。⇒登録した機器の
情報が［個別制限］に表示されます。
④［設定］ボタンをクリックします。

個別制限

全体制限

※各制限レベルのフィルタリングルールは、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。

①本製品の設定画面を開き、［ファミリースマイル］をクリック

1

④［設定］をクリック

②［ファミリースマイルを
　利用する］にチェック
③ライセンス番号を入力

11２［全体制限］または［個別制限］の制限レベルを設定する

１ ブラウザーソフトを起動する
（Internet Explorer、Safariなど）

２ アドレスバーに［http://192.168.0.1］と入力

３［ファミリースマイル］をクリック

ファミリースマイルの状態を確認する

ファミリースマイルの設定画面の［サービス］欄で確認します。

※［ライセンスの確認］をクリックすると、ファミリースマイルの情報が
更新されます。

ファミリースマイルのライセンスを更新する

ファミリースマイルの無料期間は、利用開始日から一年間です。
引き続きファミリースマイルをご利用いただく際には更新ライセンスの
ご購入が必要です。
　　　　　　　［ライセンスの購入］ボタンをクリックすると、弊社ショッ
ピングサイト「ioPlaza」（http://www.ioplaza.jp/）から更新ライセンス
（利用開始から一年間有効）をご購入いただけます。
購入したライセンス番号を「ライセンス番号」に入力すれば、引き続き
ファミリースマイルをご利用いただけます。

無線LANコンバーターと接続する場合
（5GHz帯の無線機器や弊社製「WN-AG300EA」等と接続する場合）

ネットワーク対応テレビを無線LANコンバーターを使い本製品に接続する
場合は、以下の手順で接続します。
ストリーミング映像やインターネット番組の映像再生に最適な設定で無線
LANが利用できます。
※WPS機能を搭載している無線LANコンバーターのみ、接続可能です。

11１ ①本製品の［WPS］ボタン
　を約6秒間長押し

11２

無線LANコンバーターの
［WPS］ボタンを押す

11１※　　の後、2分以内におこなってください。

▼例：弊社製「WN-AG300EA」

11３

11１※接続できない場合は、再度手順　　からやり直してください。

その他本製品のいろいろな使い方

プリンターやDVDドライブなど、様々なUSB機器
をネットワーク上で利用できる機能です。

net.USBを利用する

設定したスケジュールで無線LANの機能を切り、
消費電力を削減します。

ECOモードを使う

外出先から自宅や会社など離れた場所のネット
ワークを利用できる機能です。

VPNリモートアクセス
を利用する

セキュリティのため、本製品の設定画面にログ
イン名、パスワードを設定することができます。

ログイン名、パス
ワードを設定する

その他本製品には以下のような機能があります。
詳しく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。

（「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照）

3 ［インフラストラクチャーモード］を
選び、
○ボタンを押します。

ネットワーク設定

アドホックモード
インフラストラクチャーモード

4
［新しい接続の作成］を選び、
○ボタンを押します。

ネットワーク設定

編集する接続を選択してください
[新しい接続の作成 ]

5 [検索する]にカーソルを合わせ、
方向キーの右（→）を押して、接続する
アクセスポイントを検索します。

ネットワーク設定

ワイヤレス LAN設定
検索する

手動で入力する

アクセスポイント別自動設定

ワイヤレススポット

８
[WPA-PSK(AES)]を選び、
方向キーの右（→）を押して、
次の画面へ進みます。

ネットワーク設定

ワイヤレス LANセキュリティ設定
なし

WEP

WPA-PSK(TKIP)

WPA-PSK(AES)

９ 本製品と同じ暗号キー（13桁）を入力し、方向キーの右（→）を
押して、次の画面へ進みます。

6
本製品の［SSID1］を選択し、
○ボタンを押します。

ネットワーク設定

利用するアクセスポイントを選択してください。

SSID セキュリティ 電波強度

AirPort WPA 73％

７ 方向キーの右（→）を押して、次の画面へ進みます。

ネットワーク設定

　　　接続名を入力してください

接続名

11
ネットワーク接続の名前を入力し、
方向キーの右（→）を押して、
次の画面へ進みます。

ネットワーク設定

設定一覧
接続名　ｘｘｘｘｘｘ

SSID　ｘｘｘｘｘ

セキュリティ　WPA-PSK(AES)　　

WPAキー　********    

12 [設定一覧]で、設定内容を確認し、
方向キーの右（→）を押して、
次の画面へ進みます。

ネットワーク設定

アドレス設定

かんたん

カスタム

10 [かんたん]を選び、
方向キーの右（→）を押して、
次の画面へ進みます。

2
設定

RSSチャンネル設定

ネットワーク設定

３/３　１２：００

ホームメニューの[設定]から
［ネットワーク設定］を選び、○ボタンを押します。

※［WPS］ランプは約5分後に消灯しますが正常です。

②［WPS］ランプが
　 青点滅 から 緑点滅 
　にかわったら離します

設定が終了すると［WPS］ランプが 緑点灯 します。
※［WPS］ランプは約5分後に
　消灯しますが正常です。

ホーム画面に戻り、
インストールした［QRコネクト］をタップ

２

①本製品背面に貼付されているシール上に記載の［QRコード］に
カメラをにかざす

３

MENU

②［読み取り開始］をタップ

③QRコードを
　読み取り範囲内にかざす

111
→［AppStore］を開く

●iPhone/iPad/iPod touchの場合 ●Androidの場合
→［Androidマーケット］を

　開く
［QRコネクト］検索し、インストール

→画面の指示にしたがってインストールします。

４

①［OK］を
　タップ

②［OK］を
　タップ

●Androidの場合●iPhone/iPad/iPod touchの場合

→Safariが起動
　します。

⑤［OK］をタップ

①［次へ進む］を
　タップ

③［インストール］
　をタップ

②［インストール］
　をタップ

④[完了］を
　タップ


