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無線 LAN（Wi-Fi）について
無線 LAN（Wi-Fi）について
詳細設定について
必要に応じて、無線 LAN 機能の詳細設定を変更することもできま

無線 LAN（Wi-Fi）機能を ON にする
本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続します。

4G ／ LTE ／ 3G で接続する

す。詳しくは、「LAN Wi-Fi 設定を行う」を参照してください。

同時接続について

電源ボタン（2 秒以上長押し）

本機は無線 LAN 端末を同時に 10 台まで接続することができます。

Wi-Fi 接続を最適化するための自動更新について
Wi-Fi 接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に
受信／更新することがあります。

無線 LAN（Wi-Fi）利用時のご注意
セキュリティーについて
セキュリティーを確保するため、お受け取り時に設定されている
Wi-Fi 名（ネットワーク名）とセキュリティキーを変更してお使い
になるようおすすめします。

通信速度について
本機に接続している無線 LAN 端末の接続数などによっては、最大
通信速度が低下する場合があります。

電波干渉について
IEEE802.11b/g/n の無線 LAN 機器や Bluetooth 機器は同一
の 2.4GHz 帯を使用しています。本機の近くで無線 LAN 機器や
Bluetooth 機器が利用されている場合は、電波干渉により通信速
度が低下することがあります。

概要
本機は 802.11b/g/n の無線 LAN 規格に対応しており、本機と無線
LAN 端末（パソコンやゲーム機など）を無線 LAN で接続して、デー
タ通信ができます。
また、本機は WPS（Wi-Fi Protected Setup）機能に対応しており、
お使いの無線 LAN 端末が WPS 機能に対応している場合には、無線
LAN の接続設定を簡単に行うことができます。
WPS 機能に対応していない無線 LAN 端末でも、本機に設定された
Wi-Fi 名（ネットワーク名）とセキュリティキーを入力するだけで簡
単に接続することができます。
Wi-Fi 名とセキュリティキーについては、
「Wi-Fi 名とセキュリティキー
について」を参照してください。
・ これらの設定は、はじめて接続するときに行います。いったん設定
したあとは、本機と無線 LAN 端末の無線 LAN 機能を ON にするだ
けで、自動的に接続が再開されます。

電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ
トに接続します。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると

（インター

ネット接続中アイコン）が点灯します。
・ 海外でご利用するときは、3G 方式のみ接続が可能です。
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Windows パソコンを接続する
Windows のパソコンと本機を接続してインターネットに接続します。

本機の Wi-Fi 名を選択 ➜「接続」

Wi-Fi 名（ネットワーク名）、パスワード（セ
キュリティキー：WPA キーまたは WEP
キー）について
Wi-Fi 名とセキュリティキーについては、
「Wi-Fi 名とセキュリティ
キーについて」を参照してください。
お受け取り時の Wi-Fi 名は、「607HWa-」で始まる英数字です。

・ 本機の Wi-Fi 名が表示されていない場合は、本機の電源ボタンまた
は MENU ボタンを押してスリープモードを解除してください。

Wi-Fi 名やセキュリティキーを変更した場合は、変更した内容でご
本機に設定した Wi-Fi 名以外の表示のネットワークは、近隣から受
信した無線 LAN 電波です。接続しないようご注意ください。

無線 LAN で接続する

利用ください。
セキュリティキーを入力 ➜「次へ」

Windows 10 で接続する
画面表示や手順は、Windows 10 で、無線 LAN 設定の暗号化方式が
「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。

無線 LAN 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 接
続数表示のカウントが 1 つ増えます（例：

電源ボタン（2 秒以上長押し）

➜

）。

・ パソコンの共有についての確認メッセージが表示される場合があ
りますが、ここでは設定しません。パソコンの共有については、
Windows のヘルプを参照してください。

電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ
トに接続します。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると

（インター

ネット接続中アイコン）が点灯します。

パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
・ パソコンの無線 LAN 機能を ON にする方法は機種ごとに異なりま
す。各パソコンメーカーに確認してください。

タスクトレイの

をクリック

「ネットワーク設定」が表示されます。
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Windows 8.1 で接続する
画面表示や手順は、Windows 8.1 で、無線 LAN 設定の暗号化方式

セキュリティキーを入力 ➜「次へ」

が「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。

電源ボタン（2 秒以上長押し）

無線 LAN 接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 接
続数表示のカウントが 1 つ増えます（例：
電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ
トに接続します。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

）。

・ パソコンの共有についての確認メッセージが表示される場合があ
りますが、ここでは設定しません。パソコンの共有については、

（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると

（インター

ネット接続中アイコン）が点灯します。

パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
・ パソコンの無線 LAN 機能を ON にする方法は機種ごとに異なりま
す。各パソコンメーカーに確認してください。

画面の右上か右下にポインタを合わせる（タッチパネルの場合は画面
右端からスワイプ）➜ チャームで

➜

➜

本機の Wi-Fi 名を選択 ➜「接続」

・ 本機の Wi-Fi 名が表示されていない場合は、本機の電源ボタンまた
は MENU ボタンを押してスリープモードを解除してください。

Windows のヘルプを参照してください。
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Windows 7 で接続する
画面表示や手順は、Windows 7 で、無線 LAN 設定の暗号化方式が

本機の Wi-Fi 名を選択 ➜「接続」

「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。

電源ボタン（2 秒以上長押し）

・ 本機の Wi-Fi 名が表示されていない場合は、本機の電源ボタンまた

トに接続します。

は MENU ボタンを押してスリープモードを解除してください。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると

無線 LAN で接続する

電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ

（インター

ネット接続中アイコン）が点灯します。
セキュリティキーを入力 ➜「OK」

パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
・ パソコンの無線 LAN 機能を ON にする方法は機種ごとに異なりま
す。各パソコンメーカーに確認してください。

「スタート」➜「コントロールパネル」➜「ネットワークとインター
ネット」➜「ネットワークと共有センター」

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表
示のカウントが 1 つ増えます（例：

➜

）。

「ネットワークに接続」
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Mac を接続する
アップルメニューから「システム環境設定 ...」➜「ネットワーク」

Mac と本機を接続してインターネットに接続します。

Wi-Fi 名（ネットワーク名）、パスワード（セ
キュリティキー：WPA キーまたは WEP
キー）について
Wi-Fi 名とセキュリティキーについては、
「Wi-Fi 名とセキュリティ
キーについて」を参照してください。
お受け取り時の Wi-Fi 名は、「607HWa-」で始まる英数字です。
Wi-Fi 名やセキュリティキーを変更した場合は、変更した内容でご
利用ください。
本機に設定した Wi-Fi 名以外の表示のネットワークは、近隣から受
信した無線 LAN 電波です。接続しないようご注意ください。

Mac を接続する

「Wi-Fi」➜「Wi-Fi を入にする」

画面表示や手順は、Mac OS X 10.12 で、無線 LAN 設定の暗号化
方式が「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。

電源ボタン（2 秒以上長押し）

電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ
トに接続します。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

Mac の無線 LAN 機能が ON になります。
（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると
ネット接続中アイコン）が点灯します。

（インター
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Android™ 搭載端末を接続する
「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の Wi-Fi 名を選択

一般的な Android™ 搭載端末と本機を接続してインターネットに接続
します。

Wi-Fi 名（ネットワーク名）、パスワード（セ
キュリティキー：WPA キーまたは WEP
キー）について
Wi-Fi 名とセキュリティキーについては、
「Wi-Fi 名とセキュリティ
キーについて」を参照してください。
お受け取り時の Wi-Fi 名は、「607HWa-」で始まる英数字です。
利用ください。
本機に設定した Wi-Fi 名以外の表示のネットワークは、近隣から受
信した無線 LAN 電波です。接続しないようご注意ください。

・ 本機の Wi-Fi 名が表示されていない場合は、本機の電源ボタンまた

Android™ 搭載端末を接続する

は MENU ボタンを押してスリープモードを解除してください。

無線 LAN で接続する

Wi-Fi 名やセキュリティキーを変更した場合は、変更した内容でご

画面表示や手順は、Android™ 7.1 で、無線 LAN 設定の暗号化方式
セキュリティキーを「パスワード」に入力 ➜「このネットワークを記
憶」をクリックしてチェックを付ける ➜「接続」

が「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。その他の暗
号化方式の場合は、一部の操作および画面が異なります。
お使いの Android™ 搭載端末によって操作が異なる場合があります。
詳しくはお使いの Android™ 搭載端末の取扱説明書を参照してくださ
い。

電源ボタン（2 秒以上長押し）

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表
示のカウントが 1 つ増えます（例：

➜

）。

電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ
トに接続します。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると

（インター

ネット接続中アイコン）が点灯します。
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Android™ 搭載端末を起動 ➜ メニューから「設定」➜「Wi-Fi」

iPhone ／ iPod touch ／ iPad を接
続する
iPhone ／ iPod touch ／ iPad と本機を接続してインターネットに
接続します。

Wi-Fi を ON にする
Android™ 搭載端末の無線 LAN 機能が ON になります。

Wi-Fi 名（ネットワーク名）、パスワード（セ
キュリティキー：WPA キーまたは WEP
キー）について
Wi-Fi 名とセキュリティキーについては、
「Wi-Fi 名とセキュリティ

本機の Wi-Fi 名をタップ
・ 本機の Wi-Fi 名が表示されていない場合は、本機の電源ボタンまた
は MENU ボタンを押してスリープモードを解除してください。

キーについて」を参照してください。
お受け取り時の Wi-Fi 名は、「607HWa-」で始まる英数字です。
Wi-Fi 名やセキュリティキーを変更した場合は、変更した内容でご
利用ください。
本機に設定した Wi-Fi 名以外の表示のネットワークは、近隣から受
信した無線 LAN 電波です。接続しないようご注意ください。

セキュリティキーを「パスワード」に入力 ➜「接続」
接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表
示のカウントが 1 つ増えます（例：

➜

）。

iPhone ／ iPod touch を接続する
画面表示や手順は、iPhone の iOS 10 で、無線 LAN 設定の暗号化
方式が「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。

電源ボタン（2 秒以上長押し）

電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ
トに接続します。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると
ネット接続中アイコン）が点灯します。

（インター
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「設定」➜「Wi-Fi」

「ネットワークを選択 ...」リストから本機の Wi-Fi 名をタップ

無線 LAN で接続する

Wi-Fi を ON にする

・ 本機の Wi-Fi 名が表示されていない場合は、本機の電源ボタンまた
は MENU ボタンを押してスリープモードを解除してください。

セキュリティキーを「パスワード」に入力 ➜「接続」または「Join」

iPhone ／ iPod touch の無線 LAN 機能が ON になります。

接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表
示のカウントが 1 つ増えます（例：

➜

）。

607HW
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iPad を接続する
画面表示や手順は、iPad の iOS 10 で、無線 LAN 設定の暗号化方式

Wi-Fi を ON にする

が「WPA2」で接続する場合を例にして説明しています。

電源ボタン（2 秒以上長押し）

電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ
トに接続します。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると

（インター

ネット接続中アイコン）が点灯します。

「設定」➜「Wi-Fi」

iPad の無線 LAN 機能が ON になります。

「ネットワークを選択 ...」リストから本機の Wi-Fi 名をタップ

・ 本機の Wi-Fi 名が表示されていない場合は、本機の電源ボタンまた
は MENU ボタンを押してスリープモードを解除してください。
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ニンテンドー 3DS LL ／ 3DS を接
続する

セキュリティキーを「パスワード」に入力 ➜「接続」

ニンテンドー 3DS LL ／ 3DS と本機を接続してインターネットに接
続します。
本書に記載されている 3DS LL ／ 3DS の接続方法は、HUAWEI
TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本
内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

Wi-Fi 名（ネットワーク名）、パスワード（セ
キュリティキー：WPA キーまたは WEP
キー）について

キーについて」を参照してください。これらを変更している場合に
は、設定している Wi-Fi 名、セキュリティキーを利用してください。
本機の工場出荷時状態における Wi-Fi 名は、「607HWa-」で始ま
る英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示の
ネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接
続しないよう注意してください。

無線 LAN で接続する

Wi-Fi 名とセキュリティキーについては、
「Wi-Fi 名とセキュリティ

ニンテンドー 3DS LL ／ 3DS を接続する
接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表

画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で接続

示のカウントが 1 つ増えます（例：

する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、

➜

）。

一部の操作および画面が異なります。詳しくは、ニンテンドー 3DS
LL ／ 3DS の取扱説明書などを参照してください。

電源ボタン（2 秒以上長押し）

電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ
トに接続します。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インター
ネット接続中アイコン）が点灯します。

ニンテンドー 3DS メニューから、「本体設定」➜「はじめる」➜「イ
ンターネット設定」
インターネット設定画面が表示されます。
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「インターネット接続設定」

「接続先の登録」

「アクセスポイントを検索」

一覧画面から本機の Wi-Fi 名をタッチ

・ 本機の Wi-Fi 名が表示されていない場合は、本機の電源ボタンまた
は MENU ボタンを押してスリープモードを解除してください。
「自分で設定する」
パスワード（セキュリティキー）を入力 ➜「決定」
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PlayStation®Vita を接続する
「OK」

PS Vita と本機を接続してインターネットに接続します。
本書に記載されている PlayStation®Vita の接続方法は、HUAWEI
TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本
内容についてソニー・インタラクティブエンタテインメントへのお問
い合わせはご遠慮ください。

Wi-Fi 名（ネットワーク名）、パスワード（セ
キュリティキー：WPA キーまたは WEP
キー）について

キーについて」を参照してください。これらを変更している場合に
は、設定している Wi-Fi 名、セキュリティキーを利用してください。
本機の工場出荷時状態における Wi-Fi 名は、「607HWa-」で始ま
る英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示の
ネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接
続しないよう注意してください。
「OK」

無線 LAN で接続する

Wi-Fi 名とセキュリティキーについては、
「Wi-Fi 名とセキュリティ

PlayStation®Vita を接続する
画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で接続
する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、
一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS Vita の取扱説明
書などを参照してください。

電源ボタン（2 秒以上長押し）

接続テストが始まります。「接続テストに成功しました！」が表
示されたら、
「OK」をタッチして設定完了です。接続に成功すると、
本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウントが 1 つ
増えます（例：

➜

）。

電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ
トに接続します。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インター
ネット接続中アイコン）が点灯します。
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PS Vita のホームメニュー画面から、「設定」➜「はじめる」

一覧画面から本機の Wi-Fi 名をタッチ

・ 本機の Wi-Fi 名が表示されていない場合は、本機の電源ボタンまた
は MENU ボタンを押してスリープモードを解除してください。
「ネットワーク」

パスワード（セキュリティキー）を入力 ➜

「Wi-Fi 設定」

「OK」

設定が完了し、Wi-Fi 設定画面が表示されます。接続に成功すると、
本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表示のカウントが 1 つ
増えます（例：

➜

）。

33
PlayStation®4 を接続する
PS4® と本機を接続してインターネットに接続します。
本書に記載されている PlayStation®4 の接続方法は、HUAWEI

PS4® のホームメニュー画面から、「設定」➜「ネットワーク」➜「イ
ンターネット接続を設定する」➜

ボタンを押す

TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本
内容についてソニー・インタラクティブエンタテインメントへのお問
い合わせはご遠慮ください。

Wi-Fi 名（ネットワーク名）、パスワード（セ
キュリティキー：WPA キーまたは WEP
キー）について

キーについて」を参照してください。これらを変更している場合に
は、設定している Wi-Fi 名、セキュリティキーを利用してください。
本機の工場出荷時状態における Wi-Fi 名は、「607HWa-」で始ま
る英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示の
ネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接
続しないよう注意してください。

「Wi-Fi を使う」➜

ボタンを押す

無線 LAN で接続する

Wi-Fi 名とセキュリティキーについては、「Wi-Fi 名とセキュリティ

PlayStation®4 を接続する
画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で接続
する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、
一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS4® の取扱説明書
などを参照してください。

電源ボタン（2 秒以上長押し）

「かんたん」➜

ボタンを押す

電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ
トに接続します。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インター
ネット接続中アイコン）が点灯します。
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PlayStation®3 を接続する
一覧画面から本機の Wi-Fi 名を選択 ➜

ボタンを押す

PS3® と本機を接続してインターネットに接続します。
本書に記載されている PlayStation®3 の接続方法は、HUAWEI
TECHNOLOGIES CO., LTD. が独自に検証・制作したものです。本
内容についてソニー・インタラクティブエンタテインメントへのお問
い合わせはご遠慮ください。

Wi-Fi 名（ネットワーク名）、パスワード（セ
キュリティキー：WPA キーまたは WEP
キー）について
Wi-Fi 名とセキュリティキーについては、
「Wi-Fi 名とセキュリティ
キーについて」を参照してください。これらを変更している場合に
は、設定している Wi-Fi 名やセキュリティキーを利用してください。
・ 本機の Wi-Fi 名が表示されていない場合は、本機の電源ボタンまた

本機の工場出荷時状態における Wi-Fi 名は、「607HWa-」で始ま

は MENU ボタンを押してスリープモードを解除してください。

る英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示の
ネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接
続しないよう注意してください。

パスワード（セキュリティキー）を入力 ➜「確定」➜「OK」➜

ボ

タンを押す

PlayStation®3 を接続する
画面表示や手順は、無線 LAN 設定の暗号化方式が「WPA2」で接続
する場合を例にして説明しています。その他の暗号化方式の場合は、
一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS3® の取扱説明書
などを参照してください。

電源ボタン（2 秒以上長押し）

設定が保存されます。

「インターネット接続を診断する」➜

ボタンを押す

電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ
トに接続します。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インター
ネット接続中アイコン）が点灯します。

接続診断が始まります。診断の結果が表示されたら設定完了です。
接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接続数表
示のカウントが 1 つ増えます（例：

➜

）。
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PS3® のホームメニュー画面から、「設定」➜「ネットワーク設定」➜

「無線」➜ 方向キー「

」を押す

「インターネット接続設定」

無線 LAN で接続する

「検索する」➜ 方向キー ➜「
「OK」➜

」を押す

ボタンを押す

一覧画面から本機の Wi-Fi 名を選択 ➜
「かんたん」➜ 方向キー「

ボタンを押す

」を押す

・ 本機の Wi-Fi 名が表示されていない場合は、本機の電源ボタンまた
は MENU ボタンを押してスリープモードを解除してください。
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表示された SSID を確認 ➜ 方向キー「

」を押す

設定一覧を確認 ➜

ボタンを押す

設定が保存されます。
「WPA-PSK ／ WPA2-PSK」➜ 方向キー「

」を押す

「接続テストをする」➜

ボタンを押す ➜ パスワード（セキュリティキー）を入力 ➜ 方向キー
「

」を押す

ボタンを押す

接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了
です。接続に成功すると、本機ディスプレイの無線 LAN 機器接
続数表示のカウントが 1 つ増えます（例：

➜

）。
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WPS 対応の無線 LAN 端末を接続する
WPS 機能ご利用時のご注意

メニュー画面で「WPS」

SSID ステルス機能について
本機の SSID ステルス機能が ON になっていると WPS 機能は使
用できません。SSID ステルス機能については、「LAN Wi-Fi 設定
を行う」を参照してください。

暗号化方式について
暗号化方式を WEP に設定している場合、WPS 機能は使用できま

WPS 対応の無線 LAN 端末を接続する

次の画面が表示されている間（120 秒以内）に、無線 LAN 端末で
WPS 機能の接続設定を行う

無線 LAN で接続する

せん。

電源ボタン（2 秒以上長押し）

電源が入ると無線 LAN 機能が ON になり、自動的にインターネッ
トに接続します。
・ 無線 LAN 機能が ON になると

（Wi-Fi ステータスアイコン／接

続数アイコン）が点灯し、インターネットに接続すると （インター

無線 LAN 端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って
設定操作を行う

ネット接続中アイコン）が点灯します。
接続に成功すると、本機ディスプレイに「接続しました」と表示
され、無線 LAN 機器接続数表示のカウントが 1 つ増えます（例：
➜

）。

無線 LAN 端末の無線 LAN 機能を ON にし、必要に応じて WPS 設定
の準備操作を行う
・ WPS 機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線
LAN 端末に付属されている取扱説明書などを参照してください。
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