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iOS編（ルーターモードで設定する）

B

スマートフォン/タブレットからの設定方法（iOS編）
本製品を
ルーターモードで設定する

ルーターモード

「App store」にて［SkyLink Manager］を検索
し、アプリをインストールします。
端末のホーム画面で［SkyLink
Manager］アイコンをタップしま
す。表示される使用許諾契約書を
お読みになり、よろしければ「同
意」をタップします。

■動作環境：iOS8.0以降

エレコムルーター
［SkyLink Manager対応ルーター］
サポートサイト
http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html

プロファイルのインストール完
了後、
「次へ」をタップします。

※SSIDが検出されない場合は、右の画面が表
示されるので、WPSボタンを約5秒間押し続
けてください。ルーターを検出して接続プロ
ファイルを取得します。取得後、自動でプロ
ファイルがインストールされます。

「インターネットが検出されま
せんでした」と表 示さ れ た 場
合 、手 動 設 定 ボ タン を タッ
プして設定を行ってください。

「インストール」をタップします（画面①）。次に、未
署名のプロファイルの確認をし、
「インストール」を
タップします（画面②）。
「インストール」をタップし
ます（画面③）。インストール完了後、
「完了」をタッ
プします（画面④）。次に、
「次へ」
（画面⑤）
をタップ
し、SkyLink Managerで開きます（画面⑥）。

変 更 告 知画 面内 容
を確 認します 。
「次
へ」をタップし、続け
て「 ス カ イリン ク
セットアップ」をタッ
プします。

画面で見るQ&A

※電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。
※
［SkyLink Manager］
のインストールにはインターネットへ接続でき
る環境が必要となります。
※ACアダプターを接続してから10分以内にスカイリンクセットアッ
プを実行してください。
※アプリのバージョンにより画面が異なる場合があります。

「ルーターモード」をタップ
します。

端末でパスワードロックを設定している場合は、ロック
を解除します。

設定用のSSIDを検
索しています。
検索後、
表 示され る画 面 で
「OK」
をタップします。

このあとは…
下部「簡単設定」へ

※検索に3分程度かかる場合
があります。
※本製品と違う型番が表示
される場合があります。
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②

③

④

⑤
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※⑤⑥は、iOS9.2以降のみ表示されます。

簡単設定 を使って接続する

初心者に
オススメ !

裏面「クラシック設定」へ
※詳細設定を行う場合は、クラシック設定から実行してください。

「簡単設定」はアプリのボタンをポチポチッと押して進める超初心者の方でも安心の設定方法です。

「簡単設定」をタップします。

「次へ」
をタップし、
SkyLink Managerでの設定を続
けるため、
「開く」
をタップします。

設定用のSSIDを検索しています。
検索が完了するまでお待ち下さい。

ルーターへの設定保存が完了後、
「次へ」をタップします。

※iOS9.2以降のみ表示されます。

プロファイルのインストール 完 了
後、
「次へ」をタップします。

※検索に3分程度かかる場合があります。
※本製品と違う型番が表示される場合があ
ります。

Wi-Fi簡単プロファイル接続の設定
を行います。ルーター設定用のプロ
ファイル をイン ストー ルします 。
「OK」
をタップします。

セットアップが完 了しました。
「終
了」をタップします。

設定の反映をするため、ルーターの
再起動が始まります。
設定中の機種名にチェックを入れ、
「OK」をタップします。

「インストール」
をタップします
（画面①）
。
次に、
未署名の
プロファイルの確認をし、
「インストール」
をタップします
（画面②）
「
。インストール」
をタップします
（画面③）
。
イン
ストール完了後、
「完了」
をタップします
（画面④）
。
端末でパスワードロックを設定している場合は、
ロックを解除します。

①

②

③

④

PPPoEのみ表示されます。
❶右記の画面が表示されます
ので、プロバイダーから提
供されているユーザー名と
パスワードを入 力し、
「次
へ」をタップします。
※プロバイダー情報のユーザー名とパスワードの入力
可能文字は、
「半角 0〜9、a〜z、A〜Z、̲、-、@、;、:、
*、#、%、/ 」です。
※DHCP接続の場合にはそのまま「次へ」をタップし
ます。

ブラウザ ーを開き、インター
ネットに接続できたら設定完了
です。

設定の保存ができない場合は「困ったときは」をタップし
てください。もしくはWEBブラウザーで「えれさぽ」と検索
するかエレコム・ネットワークサポートにお電話ください。

※ルーターの設定を変更する場合、設定を行った端末でクラシック設定よりユーザー名とパスワードを確認してください。
※設定が分からなくなった場合は、リセット後設定を始めからやり直してください。iOS本体のプロファイルの削除も実施してください。
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クラシック設定 を使って接続する

「クラシック設定」はエレコムのルーターを設定したことがある方におすすめの設定方法です。

登録内容を確認し、問題がなけ
れば「次へ」をタップします。設定
の反映をするため、ルーターの再
起動が始まります。ルーターへの
設定保存完了後、
「次へ」をタップ
します。

「クラシック設定」をタップします。

ネットワークの設定情報が
ここに表示されます。

引続き、Wi-Fi簡単プロファイル接続の設定を行いま
す。ルーター設定用のプロファイルをインストールし
ます。
「OK」
をタップします。

プロバイダーから提供されているユーザー名とパス
ワードを入力し、
「次へ」をタップします。
※プロバイダー情報のユーザー名とパスワードの入力可能文字は、
「半角 0
〜9、a〜z、A〜Z、̲、-、@、;、:、*、#、%、/」です。
※DHCP接続の場合にはそのまま「次へ」をタップします。

「インターネットが検出されませんでした」と表示された場
合、手動設定ボタンをタップして設定を行ってください。

「インストール」
をタップします
（画面①）
。
次に、
未署名のプロファイルの確認
をし、
「インストール」
をタップします
（画面②）
「
。インストール」
をタップします
（画面③）
。
インストール完了後、
「完了」
をタップします
（画面④）
。
次に、
「次へ」
（画面⑤）
をタップし、
SkyLink Managerで開きます
（画面⑥）
。

メインのSSIDを設定します。
無線LANスイスイナビを
設定する場合はボックスにチェックを入れます。
かんた
んSSIDで設定する場合は、
をタップ
します。
タップすると、
SSIDやパスワード、
認証方法が
自動的に生成されます。
※付属の設定情報シートに記入して 大切に保管してください。
※SSIDとパスワードを手動で設定する場合の入力可能文字は、
「半角
9、a〜z、A〜Z、-、̲ 」です。

的に
自動 ！
生成

端末でパスワードロックを設定している場合は、ロックを解除します。

0〜
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⑤

⑥

※⑤⑥は、iOS9.2以降のみ表示されます。

ゲストのSSIDを設定します。ゲスト無線LANを使
用する場合は、
「ゲスト無線LANを使う」をONにし
設定します。無線LANスイスイナビの設定はメイン
と同じく、ONにします。必要がない場合は「ゲスト不
要は次へ」又は「次へ」をタップします。

プロファイルのインストールが完
了しました「次へ」をタップします。
設定の反映をするため、ルーター
の再起動が始まります。ルーター
への設定保存が完了後、
「次へ」
をタップします。

※ゲストSSID及びパスワードを入力しても、
「ゲスト不要は次へ」ボタンを
タップするとクリアされます。

設定の保存ができない場合は「困ったときは」をタップしてください。もしくはWEB
ブラウザーで「えれさぽ」と検索するかエレコム・ネットワークサポートにお電話くだ
さい。

管理者アカウントの設定を行います。ユーザー名、
パスワードを記入し、
「次へ」をタップします。
※管理者アカウントのユーザー名とパスワードの入力可能文字は、
「半角 0
〜9、a〜z、A〜Z、-、̲ 」です。

elecomguest（入力例）
12345678（入力例）

サポートサービスのご案内です。
「次へ」をタップしていきます｡最
後にセットアップ完了画面が表示
されますので、
「終了」をタップし
ます。

こどもネットタイマー2のWEBサイトフィルターを使
う場合は「 W EBサイトフィルターを有効にする」を
「ON」にし、同梱の「こどもネットWEBサイトフィル
ターライセンスキー」に書かれているW E Bサイト
フィルターライセンスキーを入力してください※。入
力後、
「次へ」をタップします。
●ルーターモードで設定完了後、 12 補足編 こどもネットタイマー2機能を使う
をご参照ください。
※WRC-1167GHBK3-A/WRC-F1167ACF2にはWEBサイトフィルター
ライセンスキーが付属されておりません。本サービスをご利用になる場合
はWRC-EX-KNTA1（別売り）
をお求めください。

WRC-1167GHBK3-A/WRC-1167FEBK-A/WRC-F1167ACF2/WRC-733FEBK2-A

かんたんセットアップガイド
（iOS編）

設 定 中 の 機 種 名をチェックし、
「OK」
をタップします。
ブラウザー
を開き、インターネットに接続でき
たら設定完了です。
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