無線LAN機能をオンにする

GL09P
クイックスタート（接続編）

このたびは、「GL09P」をお買い上げいただき、まことに
ありがとうございます。
● GL09P をご利用の前に、
「クイックスタート（準備編）」、
「クイックスタート（接続編）
（本書）」、
「お願いとご注意」
および「取扱説明書」をご覧になり、正しくお取り扱い
ください。
● 取扱説明書は、イー・モバイルホームページ（http://
emobile.jp/products/gl09p/torisetu.html）からご
確認ください。
GL09P は、4G／LTE／3G 方式に対応しております。
ご注意
• 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されてお
ります。
• 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
• 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご
不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、
お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

本機とパソコンやゲーム機などの無線LAN端末を接続し、データ通信を行えます。
無線LAN接続するには、ネットワーク名（SSID）とセキュリティーキー（WPAキーまたはWEPキー）が必要です。
お買い上げ時のネットワーク名（SSID）とセキュリティーキー（WPAキー）については、同梱の無線LAN初期設定
シールに記載されていますので、ご確認ください。

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い
合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけ
ください。

●イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：１５７（無料）
一般電話から： ０１２０−７３６−157（無料）
※ 他社の携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
海外から：＋８１−３−６８３１−３３３３
（有料）
受付時間 ９：００〜２１：００（日本時間/年中無休）
※ 間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、お
かけください。
※ 一部のひかり電話、IP電話等からはご利用いただけない場合があ
ります。
ホームページ http://emobile.jp/

• ネットワーク名（SSID）やセキュリティーキーを変更した場合は、設定しているネットワーク名（SSID）、セキュリ
ティーキーを利用してください。
• 本機のメニュー画面で「SSIDとパスワード」を選択し、現在のネットワーク名（SSID)とセキュリティーキー（WPA
キー）を表示することができます。マルチSSID機能が有効の場合は、SSID AとSSID Bのネットワーク名(SSID)／
セキュリティーキーが一覧表示されます。ネットワーク名（SSID）とセキュリティーキーを表示しないように設定す
ることもできます。詳しくは、取扱説明書の「無線LANの詳細設定を行う」を参照してください。
• 本機の工場出荷時状態におけるネットワーク名（SSID）は、
「EMOBILE-GL09P-」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。

●発売元(保証責任、保証履行）
イー・アクセス株式会社
東京都港区虎ノ門２−１０−１
虎ノ門ツインビルディング

●製造元：ZTEコーポレーション

■■無線LAN機能をオンにするには
本機の電源を入れると、自動的にインターネットに接
続されます。本体ディスプレイに が表示されている
ことを確認します。
無線LAN接続数が0になって1分経過すると、自動的
にスリープモードになり、無線LANがオフになります
（工場出荷状態）。スリープモードを解除し、無線LAN
を再接続するときは、INFOボタンを押すと無線LAN
がオンになり、 が表示されます。

INFO

電源スイッチ

INFOボタン

Windowsパソコンを接続する（Windows 8の場合）

Macを接続する（Mac OS X 10.8の場合）

1 パソコンの無線LAN機能をオンにする
2 画面の右上か右下にマウスポインタを合わせ

1 アップルメニューから「システム環境設定...」→

5 セキュリティーキーを正しく入力→「次へ」

タッチパネルで操作している場合は、画面の右端か
らスワイプすることで、チャームを表示します。

の「SSID」
（EMOBILE-GL09P-XXXX）を選択

3「設定」→「ネットワーク」

を選択→「接続」

ネットワークを記憶」をクリック→「接続」

2「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fiを入にする」
3「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機

て、チャームを表示させる

（EMOBILE-GL09P-XXXX）
4 本機の「SSID」

4 セキュリティーキーを正しく入力→「この

「ネットワーク」

無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無
線LAN接続数表示のカウントが１つ増えます。

無線LAN接続に成功すると、本体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。

•「使ったことのあるネットワークが見つかりませ
ん。」というメッセージが表示された場合は、
「ネッ
トワーク」画面内の「新しいネットワークに接続す
ることを確認」のチェックを外してください。

• 通信の安全性を高めるために、暗号化方式はWEPよ
りもWPA/WPA2に設定することをおすすめしま
す。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続
できない場合がありますのでご注意ください。
• ネットワーク名
（SSID）とセキュリティーキー
（WPA
キー）
については、
同梱の無線LAN初期設定シールを参
照してください。本機のメニュー画面から
「SSIDとパ
スワード」を選択すると、現在のSSIDおよびセキュリ
ティーキーをディスプレイで確認できます。
「Windows
パソコンを接続する
（Windows 7の場合）
」
「
、Macを接
続する」
「
、iPhone／iPod touch／iPadを接続する」
、
「Android端末を接続する」
でも同様です。
• 他のOSバージョンの接続については取扱説明書を
ご確認ください。

Windowsパソコンを接続する（Windows 7の場合）

iPhone／iPod touch／iPadを接続する

1 パソコンの無線LAN機能をオンにする
2「スタート」→「コントロールパネル」→「ネッ

1 iPhone、iPod touch、またはiPadを起動→ホー

5 セキュリティーキーを正しく入力→「OK」

3 セキュリティーキーを正しく入力→「Join」

ム画面で「設定」→「Wi-Fi」

（EMOBILE-GL09P-XXXX）を
2 本機の「SSID」

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」

タッチ

3「ネットワークに接続」
（EMOBILE-GL09P-XXXX）
4 本機の「SSID」
を選択→「自動的に接続する」をクリック→
「接続」

無線LAN接続に成功すると、本体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。

無線LAN接続に成功すると、本体ディスプレイの無
線LAN接続数表示のカウントが１つ増えます。

iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iPhone、iPad、Multi-Touchは
Apple Inc.の登録商標です。TM and © 2011 Apple Inc. All rights reserved.
Apple はApple Inc.の商標です。

ソフトバンクWi-Fiスポットに接続する
ソフトバンクWi-Fiスポットを利用する前に、次の手順で4桁の暗証番号を入力してください。

1
2

6

をタッチ
本機のメニュー画面が表示されます。

または
をタッチ

または

をタッチして番号を選択し、

をタッチしてボックスを移動

設定画面が表示されます。

タッチ

を

をタッチして
「ソフトバンクWi-Fiスポット」
を
選択し、

ソフトバンク Wi-Fi スポットの暗証番号は、
こちらの数字の下 4 桁です。

をタッチ

設定確認画面が表示されます。

5

をタッチして
「Yes」
を選択し、

をタッチ

ソフトバンクWi-Fiスポットパスワード入力画面が表示
されます。

をタッチし
て、番号を選択
します

0

0

0

0

OK

をタッチ

ﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力し
てください

ﾛｸﾞｲﾝﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを入力し
てください

Wi-Fi選択画面が表示されます。

4

（「OK」）で

ENTER をタッチする
と、右のボックスに
移動します

をタッチして
「設定」
を選択し、

3「Wi-Fi」が選択されていることを確認し、

7 入力した暗証番号を確認し、最後のボックス

0

•

0

0

0

OK

をタッチするたびに数字が切り替わります。
数字が切り替わるまで

をタッチすると、
左のボックスに
移動します

•

を確実にタッチしてく

ださい。

をタッチするたびに、入力可能なボック
スを移動します。修正が必要なボックスを選択して修
正してください。
• インターネットWi-Fi機能が無効に設定されている場
合、ソフトバンクWi-Fiスポットはご利用できません。
お買い上げ時、インターネットWi-Fi機能は有効に設
定されています。

Android端末を接続する

PlayStation® Vitaを接続する

一般的なAndroid 端末と本機を接続してインターネットに接続します。
Androidのバージョンごとに手順が異なります。ここでは、2.3と4.1の場合の手順を説明します。
TM

1 (Android 2.3の場合)スマートフォンを起動
→メニューから「設定」→「無線とネットワー
ク」→「Wi-Fi設定」→「Wi-Fi」をタップ■
(Android 4.1の場合)スマートフォンを起動
→メニューから「設定」→「Wi-Fi」をタップ

3 セキュリティーキーを正しく入力→「接続」

「設定」→「はじめ
1 PSVITAのホーム画面から、
る」→「ネットワーク」→「Wi-Fi設定」

4 WPAキーを正しく入力→「OK」
アクセスポイントのパスワードを入力してください。

2「Wi-Fi」にチェックを付ける
3「アクセスポイント」の一覧画面から本機の

（EMOBILE-GL09P-XXXX）
2 本機の「SSID」

SSID:EMOBILE-GL09P-XXXX
セキュリティー方式：WPA-PSK/WPA2-PSK
********

「SSID」
（EMOBILE-GL09P-XXXX）が表示さ
れている項目を選択する

をタップ

Oﬀ

画面表示や手順は、無線LAN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
ティー設定の場合は、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。

パスワードを表示しない

キャンセル

Wi-Fi設定

On
Wi-Fi

無線LAN接続に成功すると、本体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。

5 Wi-Fi設定画面に戻ったら、本機の「SSID」が

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。

Wi-Fiで接続されていることを確認する

アクセスポイント
EMOBILE-GL09P-XXXX

• 画面はAndroid 2.3の場合です。
• 接続のしかたはお使いのスマートフォンによって異
なります。詳しくはお使いのスマートフォンの取扱説
明書をご確認ください。

マルチSSID機能を有効にする

OK

○○○○○
△△△△△△△△

PSP®
（PlayStation Portable）を接続する

マルチSSID機能（SSID B）を有効にすると、ゲーム機などWEPのみに対応した無線LAN端末とWPAに対応し
たパソコンなどの無線LAN端末を混在して同時に利用することができます。ゲーム機など、
「WEP」に対応して
いる無線LAN端末を接続する場合は、以下の手順にてマルチSSID機能を有効にして、SSID Bに接続してくだ
さい。

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000で、無線LAN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ー設定の場合は、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。

1 対応するWebブラウザを搭載した無線LAN

1 PSPのワイヤレスLANスイッチをオンにする
「設定」→「ネッ
2 PSPのホームメニュー画面から、

端末またはパソコンと本機を、無線LANで接
続する

5「LAN Wi-Fi」→「基本設定」→「マルチSSID」を
「有効」に設定→「適用」

※ PSP-1000のシステムソフトウェアver.1.52以前では、一部手順が異なります。

」を押す

ネットワーク設定

3「インフラストラクチャーモード」を選択→○ボ

「http://web.setting/」と入力する

タンを押す

WEB UIが起動します。

WPAキー
********

4「［新しい接続の作成］」を選択→○ボタンを押す

3 パスワードを入力→「ログイン」

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。

お買い上げ時のWEB UIのログインパスワードは
「admin」に設定されています。

5「検索する」を選択→方向キー「 」を押す
（EMOBILE6 一覧画面から本機の「SSID」

「かんたん」を選択→方向キー「

GL09P-XXXX）が表示されている項目を選択
→○ボタンを押す
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。

ネットWi-Fi」→「インターネットWi-Fi設定」を
「無効」に設定→「適用」

方向キー「

トワーク設定」の順に選択→○ボタンを押す

2 Webブラウザを起動し、アドレス入力欄に

4「設定」→「インターネットWi-Fi」→「インター

9 ○ボタンを押してWPAキーを正しく入力→

• 無線LAN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ることがあります。
その場合には、無線LAN端末の接続設定を変更して
ください。
• お買い上げ時、マルチSSID機能は無効になっていま
す。
• マ ル チSSID機 能 が 有 効 の 場 合 も イ ン タ ーネ ット
Wi-Fiが有効な場合と同様に最大14台まで無線LAN
端末を接続できます。詳しくは、取扱説明書を参照し
てください。
• マルチSSID機能とインターネットWi-Fi機能は、同
時に利用できません。マルチSSIDで複数の暗号化方
式の無線LAN端末を接続する場合は、4G／LTE／
3G回線を利用してインターネット接続する必要が
あります。

SSI D

セキュリティー

電波強度

xxxxxxxxxxxx

WPA-PSK (AES)

100％

EMOBILE-GL09P-XXXX

WPA-PSK (TKIP)

100％

○○○○○○

WEP

100％

△△△△△△

なし

100％

 接続名を確認→方向キー「

」を押す

」を押す

• 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。
ネットワーク設定

接続名を入力してください。

7 表示されたSSIDを確認→方向キー「

接続名
XXXXXX-XXXXXXXXXXXX

」を押す

ネットワーク設定

 設定一覧を確認→方向キー「

SSID
EMOBILE-GL09P-XXXX

」を押す

ネットワーク設定

設定一覧

8「WPA-PSK(TKIP)」を選択→方向キー「
押す

接続名
SSID
セキュリティー
WPAキー

」を

XXXXXX-XXXXXXXXXXXX
EMOBILE-GL09P-XXXX
WPA-PSK(TKIP)
********

 ○ボタンを押す

設定が保存されます。

 保存が完了したら、○ボタンを押して接続テ
ストを開始する

テストの結果が表示されたら設定完了です。

ニンテンドー3DS LL／3DS／DSi LL／DSi／DSを接続する
手順は、無線LAN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。

※ ニンテンドーDSをお使いの場合は、暗号化方式が「WPA/WPA2」では接続できません。WEB UIを利用して、マルチ
SSIDを有効にしてセキュリティー設定の異なる無線LAN端末を接続できるように設定しなおしてください。
※ ニンテンドーDSでは、ニンテンドーWi-Fiコネクション対応ソフトが必要になります。
※ 本書に記載されているニンテンドー3DS LL／3DS／DSi LL／DSi／DSの接続方法は、ZTEコーポレーションが
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。

1 メニューを表示して、次の順番に項目をタッチ

• ニンテンドーDSでは、ニンテンドーWi-Fiコネク
ション対応ソフトを起動し、
「Wi-Fiコネクション
設定」画面を表示します。
• 操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参
照してください。
• ニンテンドーDSi LL／DSiをご利用の場合、DS
専用ソフトでは「上級者設定」を使った接続は使用
できません。

■ ニンテンドー3DS LL／3DSの場合
「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設
定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登
録」→「自分で設定する」

■ ニンテンドーDSi LL／DSiの場合

2「アクセスポイントを検索」
（EMOBILE3 一覧画面から本機の「SSID」

携帯電話やスマートフォンを充電する
本機をモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。本機から給電する場合は、充電する機器が指定する
microUSBケーブルを接続します。
※ お買い上げ時には、給電機能はONに設定されています。
※ 本機から充電できる機種については、イー・モバイルのホームページを参照してください。
※ 本機の電池残量によっては、給電できない場合があります。詳しくは、取扱説明書を参照してください。
※ 本機の充電中は、給電しないでください。本機が正しく動作しなくなる恐れがあります。

1 充電する機器が指定するmicroUSBケーブルの
USBプラグを本機の外部接続端子に接続する

GL09P-XXXX）
が表示されている項目をタッチ

「OK」
4 WPAキーを正しく入力し、

ニンテンドーDSでは、WEPキーを入力します。

5「はい」または「OK」
6「はい」または「OK」

接続テストが始まります。
「接続に成功しました。」また
は「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。

• 付属のmicroUSBケーブルは、本機の充電専用の
機器です。他社製品の充電にご使用にならないで
ください。
万一、他社製品の充電にご使用され、ショート、火
災、故障が発生した場合、当社は責任を負いかねま
すのであらかじめご了承ください。
本機をモバイルバッテリーとして使用する際は、
充電する機器で指定されているmicroUSBケーブ
ルをご使用ください。

2 microUSBケーブルのmicroUSBプラグを携帯
電話またはスマートフォンの外部接続端子に接
続する

「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→
「上級者設定」→「未設定」と表示されている接続
先の1つをタッチ

■ ニンテンドーDSの場合
「Wi-Fi接続先設定」→「未設定」と表示されている
接続先の1つをタッチ
本機から給電が開始されます。

3 充電が完了したらmicroUSBケーブルを携帯電
話またはスマートフォンと本機から抜く
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