
スタート　Windows Vista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。

スタート　Windows XPの場合

２ 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
３「ネットワークに接続」を
クリックします。

クリック

４ 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

５ 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

６「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

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 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。

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

 セットアップ
完了!!

以下をお試しください。

<WPSの場合>
・WPSを使用せずに設定をお試しください。
手順は本紙「アクセスポイントと通信する」の
ご利用のOSの設定手順をご確認ください。

<Windows 7/Vista/XP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。（接続やり直す方法は、添付CD-ROM内
に収録されている画面でみるマニュアルの
【困ったときには】をご覧ください。）
・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。

無線の接続が出来なかった場合は・・・

以上で、無線LANの親機と子機の接続設定は終了です。

本紙では、無線LAN親機と子機を接続する方法を説明しています。
本製品のセットアップについては、別紙［かんたんセットアップガイ
ド］をご覧ください。

M-MANU200782-02

無線LAN機器

かんたん接続ガイド
スタート　付属の子機の場合

３ 接続が完了すると本製品のWPSランプが消灯します。

押す 押す

▼WN-G150Uの場合 ▼WN-G300Uの場合

１ 本製品の［WPS］ボタンを［WPS］ランプが
  青色  に点滅するまで押します。（約3秒間）

［WPS］ボタンを
約3秒間押す ［WPS］ランプが

青色に点滅するスタート　Windows 7の場合

接続 無線LANの接続設定をする

２ 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

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

４ 以下の画面が表示されたら、本製品の［WPS］ボタン
を［WPS］ランプが  青色  に点滅するまで約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。

３

［WPS］ボタンを
約3秒間押す ［WPS］ランプ

が青色に
点滅する

１［SSID］と［暗号キー］をメモします。
［SSID］と［暗号キー］は、本製品の底面に貼付され
ているシールに記載されています。

電源： 
型番： 

MADE IN TAIWAN M-SEALG10683

SSID1

S / N 123456789ABC

123456789ABC

123456789ABCD

AirPort12345

暗号キー

ライセンスキー

LAN
MACアドレス

インターネット
MACアドレス

PIN(WPS) 12345678

123456789ABC

123456789ABC

１［SSID1］をメモします。
［SSID1］は、本製品の底面に貼付されているシール
に記載されています。

１［SSID1］と［暗号キー］をメモします。
［SSID1］と［暗号キー］は、本製品の底面に貼付され
ているシールに記載されています。

電源： 
型番： 

S / N 123456789ABC

123456789ABC

123456789ABCD暗号キー

ライセンスキー

インターネット

12345678

AirPort12345

Game12345

123456789ABC

SSID1

PIN

SSID3

MACアドレス

２ 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

電源： 
型番： 

S / N 123456789ABC

123456789ABC

123456789ABCD暗号キー

ライセンスキー

インターネット

12345678

AirPort12345

Game12345

123456789ABC

SSID1

PIN

SSID3

MACアドレス

１［SSID1］と［暗号キー］をメモします。
［SSID1］と［暗号キー］は、本製品の底面に貼付され
ているシールに記載されています。

電源： 
型番： 

S / N 123456789ABC

123456789ABC

123456789ABCD暗号キー

ライセンスキー

インターネット

12345678

AirPort12345

Game12345

123456789ABC

SSID1

PIN

SSID3

MACアドレス

２ 子機の［WPS］ボタンを下の画面が表示されるま
で押します。接続が完了するまでそのままお待ち
ください。

押す

押す

▼WN-G150Uの場合 ▼WN-G300Uの場合



ゲーム機などに接続する場合参考
ご使用の機器の欄をご覧ください。
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●Wiiの場合

９ [アクセスポイントを検索]にカーソルを合わせ、　　
ボタンを押します。

A

１0 [接続したいアクセスポイントを選んでください。]と表
示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、　　ボタンを
押します。

A

●ニンテンドーDSi/ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合

Wiiを起動します。１

画面左下の[Wii]ボタンにカーソルを合わせ、
　　ボタンを押します。A

２

完了 （接続できない場合は再度　　からやり直してください。）１

完了 （接続できない場合は再度　　からやり直してください。）１

※画面例はニンテンドーDSiの場合となります。
※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。

●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]をタッチします。
●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し、Wi-Fiコネクション
　設定画面を起動します。その後、[Wi-Fi接続先設定]をタッチします。
※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

１

[接続先設定]画面で、
[アクセスポイントを検索]
をタッチします。

３

接続先１～３のうち「未設定」
のひとつをタッチします。

２
インターネット

もどる

接続先　1

接続先　2

接続先　3

未設定

未設定

未設定

ニンテンド Wi-Fi USB コネクタ

上級者設定

タッチ

[OK]をタッチします。６

※WEPの下をタッチして
　キーボードを表示して
　入力してくださ い。

本製品と同じ暗号キー（１３桁）を入力します。５

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

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。」
などと表示されたら、
[OK]をタッチします。

これで、設定は完了です。インターネットに接続できます。

７

設定内容を保存しました。

接続テストを開始します。

OK

タッチ接続先 1

もどる

Gamexxxxx

再検索

xxxxx

xxxxx

自動で検出された
本製品の［SSID3] を
タッチします。

４ タッチ

表示された画面で、[Wii本体設定]にカーソルを合わせ、
　　ボタンを押します。A

３

[Wii本体設定1]画面が表示されますので、画面中央右の
矢印にカーソルを合わせ、　　ボタンを押します。A

４

[Wii本体設定2]画面が表示されますので、[インター
ネット]にカーソルを合わせ、　　ボタンを押します。A

５

[インターネット]画面が表示されますので、[接続設定]
にカーソルを合わせ、　　ボタンを押します。A

６

[接続設定]画面が表示されますので、[接続先1～3]
のうち「未設定」のひとつにカーソルを合わせ、[A]ボ
タンを押します。

７

[接続先]画面が表示されますので、[Wi-Fi接続]にカーソ
ルを合わせ、　　ボタンを押します。A

８

本製品の［SSID1］ にカー
ソルを合わせ、　 ボタン
を押します。
※アクセスポイントが見つ
　からない場合は、[再検
　索]にカーソルを合わせ、
　　 ボタンを押します。

A

A

１1

[この内容で保存します。よろしいですか？]と表示され
たら、[OK]にカーソルを合わせ、　　ボタンを押します。A

１3

「設定内容を保存しました。接続 テストを開始します。」
と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、　　ボタ
ンを押します。

A
１4

「接続 テストに成功しました。」と表示されます。

→接続のみ行う場合は、
　[いいえ]にカーソルを合わせ、　　ボタンを押します。

→このままWii本体の更新を行う場合は、
　[はい]にカーソルを合わせ、　　ボタンを押します。

A

A

１5

本製品と同じ暗号キー（１３
桁）を入力し、[OK]を押し
ます。

１2

●PSPの場合

○ボタンで設定を保存し、
保存が完了したら接続テストを行ってください。

完了 （接続できない場合は再度　　からやり直してください。）１

PSPを起動します。１

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。

２

［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

３

［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 ]

４

[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

５

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％

６

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

SSID

AirPort

７

[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)

８

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。

ネットワーク設定

WPAキー

９

[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。

ネットワーク設定

アドレス設定

かんたん

カスタム

１0

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

　　　接続名を入力してください

接続名

１1

[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

設定一覧
接続名　ｘｘｘｘｘｘ

SSID　ｘｘｘｘｘ

セキュリティ　WPA-PSK(AES)　　

WPAキー　********    

１2

●Macintoshの場合

完了 （接続できない場合は再度　　からやり直してください。）１

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。

１

「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

２

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。

３

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［SSID1］を選択します。
※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。

４

①選択

②チェック

③クリック

①クリック

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。

５ ①入力

②クリック

Macintoshに接続する場合参考

②選択


