GL02Pかんたんセットアップマニュアル
電源を入れる

1

電源ボタン(
入れます。

5

)を約5秒間押して電源を

「検索する」を選択し、方向キー「
を押します。

」

ポータブル
デバイス 編

ネットワーク設定

ワイヤレス LAN設定

検索する
手動で入力する
アクセスポイント別自動設定

2

本体ディスプレイに
のマークが表示さ
れていることを確認してください。

アクセスポイントのSSIDを検索します。SSIDがわからない場合はこちらを選択し
キーで次へ進みます。
中止

電源ボタン

6

ニンテンドー DSi/3DSにつなごう
手順は、ニンテンドーDSiで無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説
明しています。
※ 本書に記載されているニンテンドー DSi/3DSの接続方法は、イー・アクセス株式会社が独自に検
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。
※ ニンテンドー DS/DS Liteの接続方法については、取扱説明書を参照してください。
注意
無線LANセキュリティ設定の暗号化方式を「WPA」以外に設定している場合は、「WPA」に設定してください。
ただし、セキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線LAN端末が接続できなくなりますのでご注意
ください。

一覧画面から本製品の「SSID」
(GL02P-XXXXXXXXXXXX)が表示されてい
る項目を選択し、○ボタンを押します。

•「SSID」については、同梱の無線LAN初期設
定シールの「SSID」欄を参照してください。
• 本製品の「SSID」の設定を変更している場
合には、設定している名称の項目を選択し、
○ボタンを押します。

7

表示されたSSIDを確認し、方向キー
「
」を押します。

ネットワーク設定
利用するアクセスポイントを選択してください。
SSID

セキュリティ 電波強度

GL02P‒XXXXXXXXXX

WPA-PSK(TKIP) 100%

○○○○○○

WEP
なし

▲▲▲▲▲▲

100%
100%

決定

戻る

ネットワーク設定

SSID

GL02P‒XXXXXXXXXX

キーで前に戻り、 キーで次へ進みます。

1
2
3
4
5
6
7
8

中止

編集

メニューから「本体設定」→「インターネット」をタッチしてください。
• ニンテンドー3DS では、メニューから「本体設定」→「はじめる」をタッチします。

「接続設定」→「上級者設定」をタッチします。

• ニンテンドー3DS では、「インターネット設定」→「インターネット接続設定」の順にタッ
チします。

8

を選択し、方向キー
「WPA-PSK(TKIP)」
「
」を押します。

ネットワーク設定
ワイヤレスLANセキュリティ設定
なし
WEP

WPA-PSK (TKIP)

「未設定」と表示されている接続先の1 つをタッチします。

WPA-PSK (AES)

• ニンテンドー3DS では、「接続先の登録」→「自分で設定する」の順にタッチします。

「アクセスポイントを検索」をタッチします。
一覧画面から本製品の「SSID」(GL02P-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を
タッチします。

キーで前に戻り、 キーで次へ進みます。
中止

9

•「SSID」
については、同梱の無線LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。
• 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。

○ボタンを押してWPAキーを正しく入
力し、方向キー「
」を押します。

• WPAキーについては、同梱の無線LAN初期
設定シールの「WPA Key」欄を参照してく
ださ い。

ネットワーク設定

WPAキー

********

キーで前に戻り、 キーで次へ進みます。

WPAキーを正しく入力し、「OK」をタッチします。

中止

編集

• WPAキーについては、同梱の無線LAN 初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。
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「OK」をタッチします。

「かんたん」を選択し、方向キー「
を押します。

」

ネットワーク設定

アドレス設定

「OK」をタッチします。

かんたん

接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

カスタム
キーで前に戻り、 キーで次へ進みます。
中止

PSPにつなごう
画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000で、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合
を例にして説明しています。PSP-1000※を使用した場合や、その他のセキュリティ設定の場合は、一
部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSPの取扱説明書などを参照してください。
※ PSP-1000 のシステムソフトウェアver1.52 以前では、一部手順が異なります。

1
2

11

PSP のワイヤレスLAN スイッチをオンにします。
PSP のホームメニュー画面から、「設定」
→「ネットワーク設定」の順に選択し、
○ボタンを押します。
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12

接続名を確認し、方向キー「
します。

」を押

• PSP-1000 の場合、この画面は表示されませ
ん。手順12 へお進みください。
• 接続名は変更することができます。○ボタ
ンを押して入力画面を表示させ、任意の接
続名を入力して設定してください。

設定一覧を確認し、方向キー「
押します。

」を

設定

ネットワーク設定

ネットワーク設定

接続名を入力してください。
接続名

GL02P-XXXXXXXXXX

キーで前に戻り、 キーで次へ進みます。
編集

中止

ネットワーク設定
設定一覧

接続名
SSID

GL02P‒XXXXXXXXXX
GL02P‒XXXXXXXXXX

セキュリティ
WPAキー

WPA-PSK(TKIP)
********

キーで前に戻り、 キーで次へ進みます。
中止

3

「インフラストラクチャーモード」
を選択し、○ボタンを押します。
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ネットワーク設定

○ボタンを押します。

アドホックモード

ネットワーク設定

ボタンを押すと設定内容を保存します。

インフラストラクチャーモード
キーで前に戻ります。
中止

アクセスポイントを経由して通信するための設定です。
戻る

4

「[新しい接続の作成]」
を選択し、○ボタンを押します。

• PSP-1000 の場合は、この後、接続名を入力し
て方向キー「
」を押します。

14

ネットワーク設定

接続を作成してください。

［新しい接続の作成］

戻る

編集

決定

決定

○ボタンを押して接続テストを開始し
ます。

テストの結果が表示されたら設定完了です。

ネットワーク設定

保存が完了しました。

接続テストをする

戻る

決定

PSVITAにつなごう
画面表示や手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明して
います。 その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、
PSVITAの取扱説明書などを参照してください。

1
2
3

• 画面左上のステータスバーにはWi-Fiアイコン
が表示され、「SSID」にチェックアイコンが表
示されます。

PSVITAのホーム画面から「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」
→ 「Wi-Fi 設定」の順に選択します。
「Wi-Fi」チェックを付けます。
「アクセスポイント」の 一覧画面から本製品
の「SSID」(GL02P-XXXXXXXXXXXX)が表
示されている項目を選択します。
•「SSID」については、同梱の無線LAN初期設
定シールの「SSID」欄を参照してください。

Wi-Fi設定
Wi-Fi
接続していません。
アクセスポイントを選ぶか、登録してください。
アクセスポイント

ポイント
※ 一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。

?

GL02P‒XXXXXXXXXX
○○○○○○
▲▲▲▲▲▲

4

WPAキーを正しく入力し、
「OK」をタッチします。
• WPAキーについては、同梱の無線LAN初期設定
シールの「WPA Key」欄を参照してくださ い。

Wi-Fi設定
アクセスポイントのパスワードを入力してください。
SSID : GL02P‒XXXXXXXXXX
セキュリティー方式: WPA-PSK/WPA2-PSK

iPadにつなごう
画面表示や手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明して
います。

パスワードを表示しない。
キャンセル

5

OK

Wi-Fi設定画面に戻ったら、本製品の「SSID」がWi-Fiで接続されていることを確
認します。

1

iPadを起動し、ホーム画面で「設定」をタッ
チします。

2

設定画面左の「設定」リストにある「Wi-Fi」
をタッチします。

iPod touchにつなごう
画面表示や手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明して
います。

1

2

iPod touchを起動し、ホーム画面で「設定」
をタッチします。

• 右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場
合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチ
して「オン」に変更すると、アクセスポイント
の検索を開始します。

設定画面で「Wi-Fi」をタッチします。
• アクセスポイントの検索を開始します。

3

3

検索結果から本製品の「SSID」
(GL02P-XXXXXXXXXXXX)が表示されている
項目をタッチします。

もし表示されていない場合は本製品の無線LAN
機能がONになっているか確認してください。
※ 本製品は工場出荷状態では(GL02Pで始まる英
数字)で表示されるようになっています。お客
さま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。

• 右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場
合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチ
して「オン」に変更すると、アクセスポイント
の検索を開始します。

検索結果から本製品の「SSID」
(GL02P-XXXXXXXXXXXX)が表示されてい
る項目をタッチします。

• アクセスポイントの検索を開始します。

4

パスワード欄にWPAキーを正しく入力し、
「Join」をタッチします。

• パスワードについては、同梱の無線LAN 初期設
定シールの「WPA Key」欄を参照してください。

もし表示されていない場合は本製品の無線LAN
機能がONになっているか確認してください。
※ 本製品は工場出荷状態では(GL02P で始まる英数
字)で表示されるようになっています。お客さ
ま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。

4

• 画面左上のステータスバーにWi-Fi アイコンが
表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示
されます。

パスワード欄にWPAキーを正しく入力し、画
面右下の「Join」をタッチします。
• パスワードについては、同梱の無線LAN初期設
定シールの「WPA Key」欄を参照してください。

ポイント
※ 一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。

イー・アクセス株式会社
発行年月：2012年1月 第1版

