
※ファームウェアのバージョンにより画面が異なる場合があります。

有線LANでの初期設定方法（Webブラウザーからの設定方法）

本製品をルーターモードで
設定する

エレコムルーター
［SkyLink Manager対応ルーター］サポートサイト

画面で見るQ&A

http://www.elecom.co.jp/rd/elesup/033.html

ネットワークの設定を行いましょう

3 Webブラウザーに接続してアドレ
スバーに192.168.2.1と入力し、
キーボードの［return］キーを押し
て、設定ユーティリティ（詳細設定）
にアクセスします。
※初回は管理者IDとパスワードの設定が必要です。

2 本製品のLANポートとパソコンの
LANポートを付属のLANケーブ
ルで接続します。

8「無線設定」をクリックし、本製品の
無線LAN機能の設定します。

15「暗号化設定」をクリックし、設定し
たいSSIDを選択・認証方式を選択
し、パスワードを入力し、「適用」を
クリックします。
※パスワードは8文字以上の英数字を入力して
ください。

7「設定の変更が成功しました。」と
表示されたら、「後で再起動する」
を選択し、「戻る」ボタンをクリック
して、　の画面まで戻ります。5

12「設定の変更が成功しました。」と
表示されたら、「後で再起動する」
を選択し、「戻る」ボタンをクリック
して、　の画面まで戻ります。

16「設定の変更が成功しました。」と
表示されたら「再起動」を選択し、
再起動後、「戻る」ボタンをクリック
して、　の画面まで戻ります。5

13「暗号化設定」をクリックし、設定し
たいSSIDを選択・認証方式を選択
し、パスワードを入力し、「適用」を
クリックします。
※パスワードは8文字以上の英数字を入力して
ください。

14「設定の変更が成功しました。」と
表示されたら、「後で再起動する」
を選択し、「戻る」ボタンをクリック
して、　の画面まで戻ります。13

5 設定ユーティリティ画面で、「WAN
＆LAN設定」→「WAN設定」の順
にクリックします。

6

9「基本設定」をクリックし、メインの
SSIDの設定を行います。SSID名
を任意で入力し、「適用」をクリック
します。

10「設定の変更が成功しました。」と
表示されたら、「後で再起動する」
を選択し、「戻る」ボタンをクリック
して、　の画面まで戻ります。9

以上でネットワークの設定は完了です。
「STEP2 パソコンを無線で接続しましょう」

にお進みください。

メインSSID

ゲストSSID

本製品のWAN（インターネット）側
の設定をします。［WANアクセスタ
イプ］で、DHCP・PPPoE・固定IP
のいずれを選択します。
※固定IPの場合は、「ユーザーズマニュアル」を参照ください。

❶PPPoEの場合
WANアクセスタイプを「PPPoE」を選
択し、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、「適
用」をクリックします。

❷DHCPの場合
WANアクセスタイプを「DHCP」を選択
し、「DNSサーバのアドレスを自動的に
取得する」をチェックし、「適用」をクリッ
クします。

9

ルーターモード

1 本設定を始める前に、　　　　　
　　  　　　　　の「STEP1接続
の準備をしましょう」と「STEP2本
製品をルーターモードでご利用の
場合は」を行います。

2 製品を設置しましょう

4 新ユーザー名と新パスワードを入
力し、「適用」をクリックします。
※設定が反映されると自動的にトップ画面が表
示されます。
※初回は管理者ユーザー名とパスワードの設
定が必要です。

※設定した情報を付属の「設定情報シート」に
メモして保存してください。

設定情報シート
▶管理者アカウント

ユーザー名

SSID名

SSIDパスワード

パスワード

▶メインSSID（2.4GHz）

SSID名

SSIDパスワード

▶ゲストSSID（2.4GHz）

SSID名

SSIDパスワード

▶メインSSID（5GHz）

SSID名

SSIDパスワード

▶ゲストSSID（5GHz）

11「マルチSSID」をクリックし、ゲスト
のSSIDの設定を行います。SSID
名を任意で入力し、「適用」をクリッ
クします。

※設定した情報を
付属の「設定情
報シート」にメ
モして保存して
ください。

設定情報シート
▶管理者アカウント

ユーザー名

SSID名

SSIDパスワード

パスワード

▶メインSSID（2.4GHz）

SSID名

SSIDパスワード

▶ゲストSSID（2.4GHz）

SSID名

SSIDパスワード

▶メインSSID（5GHz）

SSID名

SSIDパスワード

▶ゲストSSID（5GHz）

※設定した情報を
付属の「設定情
報シート」にメ
モして保存して
ください。

設定情報シート
▶管理者アカウント

ユーザー名

SSID名

SSIDパスワード

パスワード

▶メインSSID（2.4GHz）

SSID名

SSIDパスワード

▶ゲストSSID（2.4GHz）

SSID名

SSIDパスワード

▶メインSSID（5GHz）

SSID名

SSIDパスワード

▶ゲストSSID（5GHz）

※ネットワークの設定完了後、本製品とパソコン間のLAN
ケーブルをはずし、STEP2に進みます。



スマートフォンの場合

パソコンの場合
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端末を無線で接続しましょう

●Webブラウザーでお好みのホームページを開きます。
　ホームページが正しく表示されれば設定は完了です。

Windows 8/8.1の場合 Windows XPの場合Windows 7/Vistaの場合

①選択する

一覧から本製品のSSIDを選択し、
［接続］をクリックします。

②クリック

・任意で設定したSSIDを選択してください。

設定情報シート
▶管理者アカウント

ユーザー名

SSID名

SSIDパスワード

パスワード

▶メインSSID（2.4GHz）

SSID名

SSIDパスワード

▶ゲストSSID（2.4GHz）

SSID名

SSIDパスワード

▶メインSSID（5GHz）

SSID名

SSIDパスワード

▶ゲストSSID（5GHz）

Ⓐ無線子機がWPS機能に対応している場合
・本製品背面（縦置
き時）にあるWPS
設定ボタンを2秒
以上押します。

※WPS機能を使用する
場合、セキュリティキー
の入力は不要です。

①入力する

②クリック

Ⓑ無線子機がWPS機能に対応していない場合

・付属の設定情報シートにメモしたパスワードを入力
し、［次へ］をクリックします。
 ・　　をクリックするとパスワードの文字を確認できます。

無線子機がWPS機能に対応している場合でも、相性等
の問題でWPS機能が使えずⒷの画面が表示されること
があります。この場合は、Ⓑの説明をお読みください。

表示された画面の内容にあわせて、
作業を進めてください。

パソコン間でデータを共有する場合は「はい、共有をオンにして
デバイスに接続します」を選択します。共有しない場合は「いい
え、共有をオンにせずデバイスに接続しません」を選択します。

共有機能をオンにするかを決めます。
該当するほうをクリックします。

パソコン間でデータを共有する場合は「はい、共有をオンにして
デバイスに接続します」を選択します。共有しない場合は「いい
え、共有をオンにせずデバイスに接続しません」を選択します。

共有機能をオンにするかを決めます。
該当するほうをクリックします。

②クリック

①選択する

一覧から本製品のSSIDを選択し、
［接続］をクリックします。

・任意で設定したSSIDを選択してください。

※ここでは、Windows 7について説明します。Windows Vistaも作業
手順は同じです。この説明を参考にして設定してください。

〈ネットワークの場所の設定〉画面が
表示された場合は、ご使用のネット
ワーク環境にあわせて設定します。

Windows 7 Windows Vista

・Windows Vistaの場合はアイコンを右クリックし、ポッ
プアップメニューから［ネットワークに接続］を選択します。

画面右下のタスクトレイにあるワイヤレス
ネットワークのアイコンをクリックし、接続
先一覧を表示します。

画面右下のタスクトレイに
ある無線LANアイコンをクリック
し、接続先一覧を表示します。

Macの場合

クリック

〈システム環境設定〉画面を開き、
［ネットワーク］をクリックします。

一覧から本製品のSSIDを選択し、
［接続］をクリックします。

・任意で設定したSSIDを選択してください。

①選択する

②クリック

①入力する
②クリック

［ネットワークキー］に、
暗号キーを入力します。

・設定情報シートにメモしたパスワードを入力。

［パスワード］に、本製品の暗号キー
を入力し、［OK］をクリックします。

①入力する

②クリック

確認する

Wi-Fiの［状況］が「接続」になって
いることを確認します。

Wi-Fiの状況を確認し、
SSIDを選択します。

❶Wi-Fiの［状況］が「入」になっていることを確認します。
❷［ネットワーク名］のリストを開き、リストの中から
任意で設定したSSIDを選択してください。

②選択する

①確認する
「切」の場合は
「入」にします。

無線LANの接続画面を表示します。
❶画面右下にマウスのカーソルを移動してチャームを
　表示し、［設定］をクリックします。
❷無線アイコンをクリックします。

Windows 10の場合

❶画面右下にマウスのカーソルを移動してチャームを
　表示し、［設定］をクリックします。

無線LANの接続画面を表示します。

❷無線アイコンをクリックします。

②クリック

Android端末の場合
［設定］アイコンをタップします。

Ⓐ無線子機がWPS機能に対応している場合
・本製品背面（縦置き時）
にあるWPS設定ボタン
を2秒以上押します。

※WPS機能を使用する場合、
セキュリティキーの入力は不
要です。

無線子機がWPS機能に対応している場合でも、相性等
の問題でWPS機能が使えずⒷの画面が表示されること
があります。この場合は、Ⓑの説明をお読みください。

表示された画面の内容にあわせて、
作業を進めてください。

Ⓑ無線子機がWPS機能に対応していない場合

①入力する

②クリック

・付属の設定情報シートにメモしたパスワードを入力
し、［次へ］をクリックします。
 ・　　をクリックするとパスワードの文字を確認できます。

一覧から本製品のSSIDを選択し、
［接続］をクリックします。

①選択する

②クリック

・任意で設定したSSIDを選択してください。

Ⓐ無線子機がWPS機能に対応している場合
・本製品背面（縦置
き時）にあるWPS
設定ボタンを2秒
以上押します。

※WPS機能を使用する
場合、セキュリティキー
の入力は不要です。

●無線子機がWPS機能に対応している場合でも、相性等
の問題でWPS機能が使えずⒷの画面が表示されるこ
とがあります。この場合は、Ⓑの説明をお読みください。
●PINコードを入力するように促す画面が表示された場
合は、Windows 7では［代わりにセキュリティ キーを
使用して接続］をクリックします。Windows Vistaでは
［代わりに、ネットワークキーまたはパスフレーズを入
力する必要があります］をクリックします。下記のⒷの
画面が表示されますので、下記の説明に進みます。

表示された画面の内容にあわせて、
作業を進めてください。

Ⓑ無線子機がWPS機能に対応していない場合

・［セキュリティキー］に、付属の設定情報シートにメモ
したパスワードを入力し、［次へ］をクリックします。
 ・Windows Vistaでは、［接続］をクリックします。

①入力する

②クリック

・設定情報シートにメモしたパスワードを入力。
・［ネットワークキーの確認入力］にもう一度、同じ
パスワードを入力し、［接続］をクリックします。

STEP1でメモした「設定情報シート」を準備します。

≪設定の主な流れ≫
①各端末のWi-Fi設定から、設定したSSID（2.4GHｚまたは5GHｚ）を選択します。
②SSID選択後は、設定したSSIDパスワードを入力します。

2 Wi-Fi機能を「ON」にし、「Wi-Fi」
をタップします。

3 一覧から本製品のSSIDをタップ
します。

4「設定情報シート」にメモしたパス
ワードを入力し、［接続］をタップし
ます。

5 ステータスバーにWi-Fiのマーク
が表示されます。

iOS端末の場合
［設定］アイコンをタップします。

2「Wi-Fi」をタップします。

3 Wi-Fi機能を「ON」にし、一覧から
本製品のSSIDをタップします。

4「設定情報シート」にメモしたパス
ワードを入力し、［接続］をタップし
ます。

5 ステータスバーにWi-Fiのマーク
が表示されます。


