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APモードで設定する

子機モードで設定する

本製品をAPモードで設定する

APモード

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

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

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

「APモード」をタップ

再起動されます。自動で

［SkyLink Manager］を検索し、

します。

再起動するまでお待ち
下さい。

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」
をタップしし、変更告知画
面内容を確認し、
「次へ」
をタップします。

設定の保存が完了しま

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

した。
「 次へ」をタップし
的に
自動 ！
生成

ます。

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。
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。

※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 0〜9、a〜z、A〜Z、-、̲ 」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。

サポートサービスのご案内です。
「次へ」
をタップします。
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」にチェッ

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。

クを入れ設定します。無線
LANスイスイナビの設定
はメインと同じく、ボック

※検索に3分程度かかる場

スにチェックを入れます。

合があります。

必要がない場合は「ゲス

※本製品と違う型番が表示
される場合があります。

ト不要は次へ」又は「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。

セットアップが完了しま
した。
「終 了」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

管理者アカウントの設定

押し続けてください。
ルーター

を行 います 。ユ ー ザ ー

を検出して接続プロファイル

名、
パスワードを記入し、

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。

「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。

ル ーター の 選 択をし、
「OK」をタップします。

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。
※一度、簡単設定もしくは
クラシック設定でルーター
モードを設定している場合

登 録 内 容を確 認します 。問 題 がなければ
「次へ」をタップします。

は管理画面のログイン画面

ブラウザーを開きます。

が表示されます。設定した
管 理 者 ア カウントの ユ ー
ザー名、パスワードを入力
してください。
「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。

ネットワークの設定情報が
ここに表示されます。

●インターネットに接続でき
た場合、設定完了です。
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APモードで設定する

9

子機モードで設定する

本製品を子機モードで設定する

子機モード

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

本製品を子機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

プロファイルのインス

［SkyLink Manager］を検索し、

トール完了後、
「次へ」

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。

管理者アカウントの
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

※一度、簡単設定もしく

記入し、
「次へ」
をタッ

はクラシック設 定 で

プします。

ルーターモードを設定

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。

している場合は管理
画面のログイン画面が
表示されます。設定し
た管理者アカウントの
ユーザー名、パスワー
ドを入力してください。

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。

「子機モード」をタップ

登 録 内 容 を 確 認し

します。

ます。問 題がなけれ
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

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。

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

※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

ご自宅のSSIDのパ
スワードを入力し「次
へ」をタップします。

ボタンを約5秒間押し

有線で接続している
機器のブラウザーを
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。

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。

WRC-1900GHBK-A/WRC-F1900ACG/WRC-1467GHBK-A/WRC-600GHBK-A

かんたんセットアップガイド
（APモード、子機モード編）
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