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PCからの設定方法（Windows編）
本製品をルーターモードで設定する
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■動作環境：Windows XP（SP3以降）/ VISTA（SP2以降）/ 7（SP1以降）/ 8 / 8.1/10/RT

付属のCDをPCにセットします。自動的に
インストールウィザードが立ち上がります。
ウィザードの指示に従いインストールをします。

インストール完了後、デスクトップ
上の［SkyLink Manager］
アイコンをダブルクリックします。
使用許諾契約
書をお読みに
なり、よろしけ
れば「同意」を
クリックします。
メニ ュ ー か ら
「スカイリンク
セットアップ」を
クリックします。

「簡単設定」は動画を見ながら設定をしていく初めての方にも優しい設定方法です。
※アプリ内に表示される本体イメージが本製品と異なりますが、本製品を設定可能です。

こどもネットタイマー2のWEBサイトフィル

画面のかんたん
S S I Dを確 認 及
びムービーを視
聴頂き、
「次へ」
をクリックします。

ターを使う場合はライセンスキーを入力し
てください。
入力後、
「次へ」
をクリックします。
●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。

画面の無線LAN
スイスイナビを
確認及びムー
ビーを視聴頂き、
「次へ」をクリッ
クします。
メインのSSIDを

登録内容を確認します。問題がなければ

設定します。無線

「次へ」をクリックします。

LANスイスイナ
ビを設 定 する場

ネットワークの設定情報が
ここに表示されます。

合はボックスにチ
ェックを入れます。
か んた ん S S I D

に
自動的
生成！

を設定する場合
は、

ボタ

ンをクリックしま

設定の反映をするため、ルーターの再起動

す。ボタンをクリ
ックすると、SSIDやパスワード、認証方法

「簡単設定」を
クリックします。
プロローグム
ービーの後に、
設定が開始さ
れます。
設定用のSSID
を検索していま
す。検出が完了
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､下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、手動設定ボタンをクリック
して設定を行ってください。

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
クリックします。
※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」をクリックします。

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

※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ございます。

簡単設定を使って接続する

画面で見るQ&A

が自動的に生成されます。

が始まります。ルーターへの設定保存が完
了後、
「次へ」をクリックします。

※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は、自分で設定することでウイルスの侵入や、不正
利用を未然に防ぐことができます！
◆メインは、普段ご家庭で使うネットワーク！
◆ゲストは、お友達が来た時に使ってもらうネットワーク！
◆認証方法は、セキュリティ面から「WPA2」を推奨！

※「WEP」は古いモデルのDSやPSPをご利用の場合に設定ください。
※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。

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」にチェックして設定をして下さい。
無線LANスイスイナビの設定はメインと同
じく、ボックスにチェックを入れます。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。

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」をクリックします。

※ゲストS S I D 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。

管理者アカウント
の設定を行いま

セットアップが 完 了しました 。
「 終 了 」を

す。ユーザー名、

クリックします。

パスワードを記
入し、
「次へ」を
クリックします。

ブラウザーを開きます。

ネットワークにつながった誰かが勝手に設定を変え
ないように管理者が「ユーザー名」と「パスワード」
を設定しましょう！
※自由なキーワード
で設定可能です。
※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。

elecom123（入力例）
123elecom（入力例）

●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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本製品をルーターモードで設定する

■動作環境：Windows XP（SP3以降）/ VISTA（SP2以降）/ 7（SP1以降）/ 8 / 8.1/10/RT
※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ございます。

クラシック設定を使って接続する
付属のCDをPCにセットします。自動的に
インストールウィザードが立ち上がります。

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

「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方法です。
※アプリ内に表示される本体イメージが本製品と異なりますが、本製品を設定可能です。

ルーターの起動モード選択を行ないます。
「ルーターモード」をクリックします。

ウィザードの指示に従いインストールをします。

こどもネットタイマー2のWEBサイトフィル
ターを使う場合はライセンスキーを入力し
てください。
入力後、
「次へ」
をクリックします。
●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。

インストール完了後、デスクトップ上の
［SkyLink Manager］
アイコンをダブルクリックします。

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

使用許諾契約書をお読みになり、よろし
ければ「同意」をクリックします。

メニューから「スカイリンクセットアップ」を
クリックします。

クリックします。
※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」をクリック
します。

「次へ」をクリックします。

パスワードを記入し、
認証方法を選択します。
入力後、
「次へ」
をクリックします。

「クラシック設定」をクリックします。

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。

ゲストのSSIDの設定を行います。
SSID名、パスワードを記入し、
認証方法を選

了後、
「次へ」をクリックします。

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。

サポートサービスのご案内です。
「次へ」をクリックします。

elecomguest（入力例）
87654321（入力例）

※SSIDが検出されない場合は､下の画面が表示
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。

セットアップが 完 了しました 。
「 終 了 」を
クリックします。
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」
をクリックします。
※ 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。

elecom123（入力例）
123elecom（入力例）

「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、手動設定ボタンをクリック
して設定を行ってください。

かんたんセットアップガイド
（Windows編）

が始まります。ルーターへの設定保存が完

択して「次へ」
をクリックします。

※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。

WRC-733FEBK-A/WRC-300FEBK-A

設定の反映をするため、ルーターの再起動

elecommain（入力例）
12345678（入力例）

「2.4GHz/5GHzのSSIDを同じにする。」のチェッ
クを外した場合、2.4GHzと5GHzで違うSSID名、
パスワード、認証方法にすることができます。
※セキュリティ警告が出た場合｡
内容をご確認の上、問題がなけ
れば「アクセスを許可する」を
クリックします。

ネットワークの設定情報が
ここに表示されます。

elecom（入力例）
12345（入力例）

メインのSSIDの設定を行います。
SSID名、

※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。

登録内容を確認します。問題がなければ
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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。

