
補足編

このパスワードを
ゲーム機またはWi-Fi機器
に入力します。

ゲーム機を選択している
場合は、自動的に表示
されます（変更すること
もできます）。
［その他のWi-Fi機器］
を選択している場合は、
手動で入力します。

このボタンをタップすると、
登録名称の変更および
登録の削除ができます。

ここを上下にスライド
させてタイマー時間
を設定します。

このボタンをタップすると、
登録名称の変更および
登録の削除ができます。

数字の部分を上下に
スライドします。

以下の内容が記載されています。
●お子様などがインターネットを利用するゲームや各種コンテンツの利用時間を制限できる
　「こどもネットタイマー」機能の設定方法
●中継器や子機モードへのモード変更などその他の設定方法

こどもネットタイマー機能を使うこどもネットタイマー機能を使う

本製品の利用方法については、各マニュアルを参照してください。

こどもネットタイマー機能の設定/
その他の設定について

3

本マニュアルのP2をお読みください。

こどもネットタイマー
機能を使う

3製品情報/製品サポート1

中継器、子機モードで使用する場合、
本マニュアルのP2をお読みください。

その他の設定を変更する3
別紙「かんたんセットアップガイド」を
お読みください。

インターネットに接続する2

●
●
本製品の概要や仕様について記載しています。
製品サポートについて記載しています。
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アプリを起動し、機器を選択します。

選択した機器により表示される
画面が異なります。

❶マニュアルが表示されますので、内容を確認し、
　画面を右へスライドさせます。手順　   へ進みます。

❶スライドして以下の
　画面を表示し、［終了］
　をタップします。

❷タイマーを設定する
　機器のボタンをタップ
　します。

Ⓐゲーム機を選択した場合

Wi-Fi機器の接続

［タイマー設定］をタップします。

設定方法を選択し、それぞれの説明へ進みます。

タイマーを設定する

 ・ゲーム機3種以外は、「その他のWi-Fi機器」
　をタップします。

3

●Wi-Fi機器がWPSに対応しているとき
→ 　　［WPS接続］をタップし、
　手順　  へ進みます。

Ⓑその他のWi-Fi機器を選択した場合
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❷ タイマーを設定して、
 ［設定］をタップします。

❶

❷

スケジュール設定の方法 タイマー設定の方法

Wi-Fi機器（ゲー
ム機）側のWPS
機能を実行した
あと、［WPSボ
タン］をタップし
ます。
正しく接続できると、以下の
画面が表示されます。

ネットタイマー設定をタップします。

❸手順　   へ進みます。

❷

 ・区別しやすいように、お好きな名称を設定する
　こともできます。

 ・〈こどもネットタイマー〉画面が表示されます。

❶［手動で接続］を
　タップします。

●Wi-Fi機器がWPSに対応していないとき/
　手動で設定するとき
→以下の手順で手動設定します。
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※画面イメージはAndroid版です。

◆スケジュール設定
決められた時間のみWi-Fi接続を可能にする設定方法です。毎日、平日（月～金）、
休日（土日）から選べます。

◆タイマー設定
毎日（0:00～24:00）、タイマー設定の時間分だけWi-Fi接続を可能にする設定方法です。
例えば3時間と設定した場合、1日の接続時間が累計で3時間を超えると通信できなくなります。
※作動中にルーター本体（本製品）を再起動するとタイマーがリセットされます。

※スケジュール設定とタイマー設定を同時に使用することはできません。

Wi-Fi接続をオン/オフします。タップするたびに切り替わります。
※こどもネットSSIDを使用しているWi-Fi機器が対象です。

新しくWi-Fi機器を登録できます。
左の「Wi-Fi機器の接続」手順　   のⒷの画面に進みます。2

3

4

5

※この設定を行うと接続した機器がアプリに登録され、タイマー管理が可能になります。

Google Playで「こどもネットタイマー」を検索し、アプリを
ダウンロードします。

端末のホーム画面で、［こどもネットタイマー］アイコンをタップします。

画面のメッセージに従って、アプリをインストールします。

検 索こどもネットタイマー
App Storeで「こどもネットタイマー」を検索し、アプリを
ダウンロードします。

端末のホーム画面で、［こどもネットタイマー］アイコンをタップします。

画面のメッセージに従って、アプリをインストールします。

検 索こどもネットタイマー

■ Androidの場合

スマートフォンから設定する ⇒パソコンからの設定方法は、ユーザーズマニュアルをお読みください。

アプリ「こどもネットタイマー」をダウンロード！！

2
3

■ iOSの場合

2
3

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.elecom.android.kidstimer https://itunes.apple.com/jp/app/kodomonettotaima/id683095180?mt=8

ここに表示されたパス
ワードを、Wi-Fi機器の
セキュリティ設定項目
にある暗号キー（パス
ワード）欄に入力します。

設定したい機器の
［スケジュール設定］
をタップします。

❶設定したい機器の
［タイマーセット］を
タップします。

・タイマー設定した機
器では、カウンター
が表示されます。
Wi-Fi接続中は残り
時間が減っていき
ます。

開始と終了の時刻
を設定し、［制限期
間］をタップします。

❸曜日を設定し、［設
定］をタップします。



Tips4

Tips5

Tips6

Tips1

Tips2

Tips3

Tips4

子機モード
中継器モード
アクセスポイントモード
ルーターモード

❷

子機モード
中継器モード
アクセスポイントモード
ルーターモード

❷

その他の設定についてその他の設定について

LEDを消灯する（省電力モードの設定）

スマホ/タブレットまたはパソコンを使った
ブラウザー版設定ユーティリティーの表示方法

▼パソコンから

詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザー
ズマニュアル」をご利用ください。

詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・マニュアル」（PDF）を
ダウンロードしてお読みください。

※画面はイメージです。

▼スマートフォン/タブレットから
❶あらかじめ本製品にWi-Fi接続できていることを確認します。
❷インターネットブラウザーを開き、URLに「192.168.2.1」と
入力します。

❶あらかじめ本製品に有線またはWi-Fi接続出来てい
ることを確認します。
❷ブラウザーを開きます。
❸アドレス欄に「http://192.168.2.1」と入力し、
［Enter］キーを押します。
❹ユーザー名、パスワードに、それぞれ「admin」と入力
し、［OK］をクリックします。
※セキュリティ対策上、パスワードは初期値から変更す
ることを強くお勧めします。
❺ブラウザー版設定ユーティリティーのホーム画面が
表示されます。

❶本製品のWeb版設定ユーティリティーにアクセスします。
※手順の詳細は、本ページの「Tips5」をお読みください。
❷画面左のメニューリストから［設定メニュー］→［LED省電力設定］を選択します。
❸［LED省電力機能］の「有効」を選択します。
❹［適用］をクリックします。

❸表示されたユーザー名、パスワード入力欄に、それぞれ
「admin」と入力し、［ログイン］をタップします。
※セキュリティ対策上、パスワードは初期値から変更すること
を強くお勧めします。

本製品のパスワードの変更をはじめ、各種機能の詳細な設定をする場合などは、本製品
に搭載されているブラウザー版の設定ユーティリティーを使用します。画面の表示手順
は、以下のとおりです。ここではルーターモードの場合の表示方法を説明しています。そ
の他のモードでユーティリティーを表示させたい場合はユーザーズマニュアルをお読み
ください。

本製品の省電力機能を有効にすると、2.4G WLANランプ、5G WLANランプがオフにな
り、消費電力を抑えることができます。

本製品の詳細な設定の説明については、エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・
マニュアル」（PDF）をダウンロードしてお読みください。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html
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PDF版ユーザーズマニュアルについて
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ファームウェアのアップデート

子機モード（コンバーターモード）を使う

モデムなど無線親機 本製品
（子機モード）

有線ネットワーク
対応TVなど

モデムなど無線親機 

かんたんセットアップCDをパソコンに挿入しても
メイン画面が表示されない場合

本製品（中継器モード）

本製品はファームウェアのオートアップデート機能を搭載しています。ファームウェアの
更新があった際にインターネット経由で自動的に更新されます。詳細な設定については、
エレコム・ホームページにある「ユーザーズ・マニュアル」（PDF）をダウンロードして
「ファームウェアのアップデート」についてお読みください。

付属のセットアップCDをパソコンのドライブにセットしても、セットアップツールのメイ
ン画面が表示されない場合は、以下の手順で、メイン画面を起動してください。

❶［スタート］→［コンピューター］を選択するなどして、「セットアップCD」の内容を表示
します。
・Windows 8.1の場合は、スタート画面のアイコンなどがない場所で右クリックすると、
画面下にメニューバーが表示されます。
　［すべてのアプリ］をクリックし、アプリ一覧から［コンピューター］をクリックします。
❷表示されたファイルの中から［SimpleSetup（またはSimpleSetup.exe）］アイコン
をダブルクリックします。
❸自動再生画面が表示された場合は、「SimpleSetup.exeの実行」をクリックします。

本製品を子機モード（コンバーターモード）に変更することで、有線LANポートを持つ
ネットワーク機器を無線化することができます。

❶本製品の電源が入っていないことを確認します。
❷本製品背面の動作モードスイッチを「子機」に
変更します。
❸本製品の電源を入れ、2分程まちます。
❹接続したい親機ルーターのWPSボタンを押し
ます。
❺本製品のWPSボタンをWPSランプが点滅する
まで押します。
❻2.4Gまたは5Gランプが点灯したら設定は完
了です。
❼LANポート1～4のいずれかに無線化したい
機器を接続してください。

中継器モード（リピーターモード）を使う
本製品を中継器モード（リピーターモード）に変更することで、電波の届きにくい場所で
も無線電波を中継して、通信範囲をより広く使用することができます。

モード変更の手順

親機にWPSボタンがない場合や手動で接続したい場合は、ユーザーズマニュア
ルをダウンロードしてお読みください。

❶本製品の電源が入っていないことを確認します。
❷本製品背面の動作モードスイッチを「中継器」
に変更します。
❸本製品の電源を入れ、2分程まちます。
❹接続したい親機ルーターのWPSボタンを押し
ます。
❺本製品のWPSボタンをWPSランプが点滅する
まで押します。
❻2.4Gまたは5Gランプが点灯したら設定は完
了です。
❼無線電波を中継したいポイントに設置してくだ
さい。

モード変更の手順

親機にWPSボタンがない場合や手動で接続したい場合は、ユーザーズマニュア
ルをダウンロードしてお読みください。
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