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中継器モードで設定する

中継器モード
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本製品を中継器モードで設定する

Android端末を参考に説明します。

※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。

●設置方法は 2

製品を設置しましょう（裏面）
「STEP2

画面で見るQ&A

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

本製品をAPモードでご利用の場合は」を参照してください。

「Google Playストア」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

プロファイルのインス

管理者アカウントの

トール完了後、
「次へ」

設定を行います。
ユー

をタップします。

ザー名、パスワードを
記入し、
「次へ」
をタッ

タップします。

プします。

elecom123（入力例）

123elecom（入力例）

※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。

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」
をタップしし、変更告知画
面内容を確認し、
「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。

登録内容を確認

「 中 継 器 モ ード 」を

します。問 題 がなけ

タップします。

れば「次へ」をタップ
します。

メニューから「スカイ
リンクセットアップ」
をタップします。

セットアップが完了

ご自宅にあるル ー
ターのSSIDを選択し
ます。

elecom5g-xxxxxx
elecom5g-aaaaaa

しました。
「終了」を
タップします。

elecom5g-bbbbbb
elecom5g-cccccc
elecom5g-dddddd
elecom5g-eeeeee
elecom5g-ﬀﬀﬀ

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。
※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。

※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。

ご自宅のSSIDのパ
スワードを入力し「次
へ」をタップします。

端 末を親 機 へ 接 続
してからブラウザ ー
を開きます。
● イ ンターネットに接
続できた場合、設定
完 了 です。

ご自宅にあるルーターの情報が
ここに表示されます。
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Wi-Fi ゲーム機から接続する方法
3DS LLでの設定例

Wii Uでの設定例

❶（本体設定）→（インターネット設定）→（インターネット接続設
定）をタッチします。

Wiiでの設定例

❶ゲームパッドの画面に[Wii Uメニュー]を表示し、
[本体設定]→[インターネット]の順にタッチします。

❶Wiiメニューの左下に
ある［Wii］ボタンを
ポイントし、A を押します。

❷[おすすめの接続方法を
診断する]をタッチしま
す。

❷接続先の登録をタッチします。
❸[おねがいする]をタッチします。
❹以下のメッセージが表示されます。

[自宅で接続]を
タッチします。

をポイントし、A を押します。

［インターネット］をポイントし、A を押します。
［接続設定］をポイントし、A を押します。

❸以下のメッセージが表示されます。

ご自宅に「インターネット接続環境」はありますか？

[はい]を
タッチします。

インターネットをご自宅で利用しますか

「無線LANアクセスポイント」をお持ちですか？

[はい]を
タッチします。

無線LANアクセスポイントをお持ちですか

[はい]を
タッチします。

❹[WPS]をタッチします。

❸未接続の接続先をポイントし、A を押します。
［Wi-Fi接続］をポイントし、A を押します。

❹この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。

［アクセスポイントを検索］をポイントし、A を押します。
［OK］をポイントし、A を押します。

お持ちの無線LANアクセスポイントは
以下のどれかに対応していますか？

❺ご自身が設定されたSSID
をポイントし、A を押します。

わからない/対応していない

ひとつ前へ

8月20日(月)

❷この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。

[自宅で接続]を
タッチします。

❺[WPS]をタッチします。

PM

1

［Wii本体設定］をポイントし、A を押します。
［Wii本体設定1］で

どこでインターネットに接続しますか？

Wiiオプション
Wii

接続先１
elecom2g-XXXXXX
1

よくわからない？

❻暗号キーを入力します。

❺本製品の背面にある[WPS設定ボタン]を
５秒押します。

❻［プッシュボタンによる接続］
をタッチします。
❼本製品の背面にある[WPS設定ボタン]を
５秒押します。

❻［プッシュボタンで設定］
をタッチします。
❼[OK]をタッチします。以下のメッセージが
表示されます。

❽このアクセスポイントの保存を確認する
画面が表示されますので[OK]をタッチ
します。

インターネットをご自宅で利用しますか?

[OK]をタッチします。

「無線LANアクセスポイント」
をお持ちですか？

❾インターネットへの接続テストを実行します。
[OK]をタッチします。

[更新する]をタッチします。

❽これで設定は完了です。

❿インターネットへの接続テストが成功すれば設定は完了です。

接続先１

・入力欄をポイントすると、キー 入力欄
ボード画面が表示されます。
・キーボード画面で、ご自身で設
定したSSID名、SSIDパスワードを入
力します。
（セットアップ中に同梱の設
定情報シートに記入いただいた内容
を登録ください）キーボード画面上の
［OK］をポイントし、A を押します。
・暗号キーが入力された状態で上記の画
面に戻りますので、
［OK］をポイントし、
A を押します。

elecom2g-XXXXXX

もどる

再検索

WPA2-PSK(AES)

セキュリティが設定されています。

キーを入力してください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

セキュリティの設定
もどる

OK

設定情報シート
▶管理者アカウント

設定情報シート

ユーザー名

パスワード

▶メインSSID（2.4GHz）

▶ゲストSSID（2.4GHz）

SSID名

❼以下のメッセージが表示されます。

SSID名

SSIDパスワード

SSIDパスワード

▶メインSSID（5GHz）

▶ゲストSSID（5GHz）

SSID名

SSID名

SSIDパスワード

SSIDパスワード

この内容を保存します。よろしいですか？

［OK］をポイントし、A を押します。
設定内容を保存しました。接続テストを開始します。

［OK］をポイントし、A を押します。
設定内容を保存しました。接続テストを開始します。

［OK］をポイントし、A を押します。
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❽［はい］をポイントし、A を押します。
❾これで設定は完了です。

・画面のメッセージに従ってWii 本体設定を保存します。

MACアドレスの確認方法

PS4での設定例

PS3での設定例

❶ホーム画面にて、方向キーまたは左スティックの上を押します。
❷機能画面が表示され
たら、
[設定]を
選び、 を押します。
❸設定メニューから、[

①Wiiメニューの左下にある
［Wii］ボタンをポイントし、
A を押します。

❹[インターネットに接続をする]の欄にチェックが入っている事を確
認し、[インターネットに接続を設定する]を選び、 を押します。
❺[Wi-Fiを使う]→[かんた
ん]を選び、 を押しま
す。

〈Wii本体設定1〉で

［本体情報］をポイントし、A を押します。
③〈本体情報〉で
MACアドレスが表示
されます。

（方向キー右）を押します。

❻ご自身が設定されたSSID
を選び、 を押します。

elecom2g-cccccc

❼本製品の背面にある［WPS設定ボタン］
を5秒押します。
❽「インターネットの設定を更新しました。」
の画面が表示されたら、[インターネット
接続を診断する]を選び、 を押します。 WPS 設定ボタン

❽[WPA-PSK/WPA2-PSK]
を選び
を押します。

❷接続先のリストが表示され
たら、下方向へスライドさ
せ、[WPS]をタップします。

❸本製品の背面にある[WPS
設定画面ボタン]を5秒押し
ます。

❿ [接 続テストする]を選 び 、
を押します。

❾「接続診断が完了しました。」と表示される事を確かめます。

「インターネット接続」が「成功」と表示されていることを確かめます。
・

❿これで設定は完了です。

を押すと、インターネット接続画面が表示されます。
もう一度 を押すとホームメニューに戻ります。

これで設定は完了です。

MACアドレスの確認方法

Wi-Fi MACアドレス
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❶ホーム画面の[設定]→[は
じめる]→[ネットワーク]→
[Wi-Fi設定]をタップします。

を押します。

❾ご自身で設定されたSSID
になっていることを確かめ
て、 を押します。

※「インターネットの設定を更新しました。」の画面
が表示されず、⑤の画面に戻った時は、そのま
ま[インターネット接続を診断する]を選びます。

本体情報
１

PS Vitaでの設定例

elecom2g-aaaaaa
elecom2g-bbbbbb

❻ネットワーク名一覧が表示されますので、方向キーまたは左ス
ティックの下を押してスクロールし、
[WPSボタンを
使って設定する ]を選び、 を押します。

をポイントし、A を押します。

〈Wii本体設定2〉で［インターネット］をポイントし、A を押します。

❹[無線]を選び、 を押します。

❼そのまま

8月20日(月)

［Wii本体設定］をポイントし、A を押します。

❸[かんたん]を選び、 を押します。
❺[検索する]を選び、

PM

1

②この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。

❶ホームメニューの
[設
定]→
[ネットワーク設
定]を選び、 を押します。
❷[インターネット接続設定]
を選び、 を押します。

ネットワーク]を選び、 を押します。

Wiiオプション
Wii

❹[OK]をタップします。

①ホーム画面にて、方向キーまたは左スティックの上を押します。
②機能画面が表示されたら、
③設定メニューから、[

[設定]を選び、 を押します。

❺これで設定は完了です。

ネットワーク]を選び、 を押します。

④ネットワークメニューから、
［
を押します。

接続の状況を見る］を選び、

⑤MACアドレスが表示
されます。

WRC-1900GHBK-A/WRC-F1900ACG/WRC-1467GHBK-A/WRC-600GHBK-A
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かんたんセットアップガイド
（中継器、Wi-Fiゲーム機編）

2016年4月12日 第4版 エレコム株式会社

XX:XX:XX:XX:XX:XX

©2016 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

