
「ネットワークに接続」画面にて、Wi-Fi
クレードルのSSIDを選択し、［接続］を
クリックします。
「PINコード入力画面」が表示された場
合、「代わりに、ネットワークキーまたは
パスフレーズを入力する必要がありま
す」をクリックします。

暗号化キーを入力する画面が表示さ
れます。
暗号化キーを入力後、［接続］をクリック
します。

接続完了。
パソコンの「ネットワークに接続」画面を
確認すると、接続した無線ネットワーク名
（SSID）の横に「接続」と表示されます。

「ワイヤレスネットワークの選択」画面
にて、 Wi-FiクレードルのSSIDを選択
し、［接続］をクリックします。

暗号化キーを入力する画面が表示さ
れます。暗号化キーを「ネットワーク
キー」と「ネットワークキーの確認入
力」の両方に入力し、［接続］をクリック
します。

接続完了。
パソコンの「ワイヤレスネットワークの
選択」画面を確認すると、接続した無線
ネットワーク名（SSID）の横に「接続」と
表示されます。

Step 2

無線接続
Windows® 7

の場合
WPS

※(プッシュボタン式)を使って接続

無線接続
Windows
Vista®
の場合

有線接続
の場合

無線機能の付いてな
いパソコンなどをご
利用の場合はコッチ！

無線接続
Windows® XP

の場合

ワイヤレスネットワークアイコンを
（右）クリック 暗号化キーの入力／WPS接続 接続完了（接続確認）PWR-Q200-OP(Wi-Fiクレードル)の

SSIDを選択

簡単セットアップガイド　PWR-Q200-OP（Wi-Fiクレードル）はじめにお読みください

（B）アクセスポイントモード ：

ルータのLANポートとWi-FiクレードルのINTERNET
ポートをLANケーブルで接続します。

（A）ルータモード ： 「ワイヤレスネットワーク接続」の画面
にてWi-FiクレードルのSSIDを選択し、
「自動的に接続する」にチェックを入
れ、［接続］をクリックします。

パソコンのWebブラウザを立ちあげ、以下のアドレ
スを入力してください。

「192.168.10.1」

ユーザー名部分に
「root」（小文字）
と入力し、パスワー
ドは空欄のままで
［OK］をクリックし
てください。

クリック

管理者パスワー
ドの設定を行い、
［設定］をクリッ
クします。

ISP（プロバイダ）からのID(ユーザ名)、パスワードを
入力してください。
入力後［設定］ボタンを押してください。

プロバイダから
送付されますお
申し込みのご案
内などをご参照
ください。

「LINK/ACT」のランプが緑
点灯したら、インターネット接
続が可能になりました。

Windows®パソコン以外の無線LAN端末をWi-Fiクレードル
に接続する場合は裏面の各端末の接続手順をご覧ください。
光ポータブル本体をWi-Fiクレードルに置いている間は、光ポー
タブル本体の無線LANルータ機能は停止します。ご自宅でも外
でもお使いの端末は、光ポータブル本体とWi-Fiクレードルの両
方と接続設定してください。

LINK/ACT
緑点灯
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インターネット接続
できた！

「接続構成の確
認」画面にて、
デュアルチャネ
ル設定で「使用
する」にチェッ
クをし、画面下の
［次へ］をクリッ
クします。

②クリック

①選択

接続構成の選択をする
（A）ルータモードと（B）アクセスポイントモードの
設定が可能です。お客様の接続形態に合わせて

どちらかをお選びください。
※クライアントモード接続は取扱説明書をご覧ください。

Step 1

PWR-Q200-OP
Wi-Fiクレードル

PWR-Q200-OP
Wi-Fiクレードル

PWR-Q200-OP
Wi-Fiクレードル

PWR-Q200-OP
Wi-Fiクレードル

ONU
（回線終端装置）

パソコンなど

LANケーブルでパソコンとWi-Fiクレードルを接続します。
60秒程度待ってからパソコンなどの端末の電源を入れま
す。

下記のように接続されていることを確認します。 Wi-Fiクレードルのランプが次のように点灯するまで、しばら
くお待ちください。

パソコンなど

ONU
（回線終端装置）

PWR-Q200-OP
Wi-Fiクレードル

POWER(電源) 緑ランプが点灯
Wi-Fi(無線LAN) 緑ランプが点灯または点滅

Wi-Fiクレードルの裏面に記載されている
SSID（14桁の値）と暗号化キー（13桁の
値）を確認します。

確　認

SSID 暗号化キー

接続完了。
パソコンの「ワイヤレスネットワーク接続」画
面を確認すると、接続した無線ネットワーク
名（SSID）の横に「接続」と表示されます。

無線で接続できた！

※ SSID3は、お客様の環境によって使用できないため、画
面に表示されないことがあります。

※選択するSSIDについて
Wi-Fiクレードルをご使用の場合SSID1/
SSID3どちらを選んでもお使いいただけ
ます。

SSID
opcl-q******-1
（2.4GHz帯）

opcl-q******-3
（5GHz帯）

特徴
○  遮へい物に強い
△  電波干渉を受け
やすい

○  電波干渉を受け
づらい

△  遮へい物に弱い

お勧め
 ・  壁などの遮へい
物が多い環境で
使うとき

 ・  見通しの良い環
境で使うとき
 ・  他の無線機器の
電波の影響を受
けやすい環境で
使うとき

②クリック

①選択

①入力

無線で接続できた！

②クリック ②クリック

①入力

①選択

無線で接続できた！

インターネットに接続するため
「かんたん設定」を実施する
Step1でルータモード設定を選択した方のみ実施し
てください。アクセスポイントモードの方は以下の設

定は不要です。

Step 3

設定が完了しました。

インターネットへの接続設定を実施するために、

Wi-Fiクレードルとパソコンをつなぐ
接続したい端末の種類に応じて接続方法が異なります。お使いの端末に応じて設定を進めてください。

Windows®のパソコン以外の端末で接続する場合は、裏面をご参照ください。

タスクトレイにあ
るワイヤレスネット
ワークアイコンをク
リックします。

タスクトレイにあ
るワイヤレスネット
ワークアイコンを右
クリックします。

タスクトレイにあ
るワイヤレスネット
ワークアイコンを右
クリックします。

タスクトレイは通常画面
右下にあります。

［ネットワークに接続］
をクリックします。

[利用できるワイヤレ
スネットワークの表
示」を選択します。

右クリック

右クリック

クリック

PWR-Q200-OP
Wi-Fiクレードル

□現在ルータをご利用でない方
□ＯＮＵ（回線終端装置）を直接ＰＣにつないでいる方
□お使いのルータと置き換えてご利用する方

接続イメージ図

例えば
こんな方

□ひかり電話をご利用の方
□既にルータをお使いの方
□2台以上のPCでインターネットをご利用の方
   （お使いのルータと置き換えてご利用する方を除く）

例えば
こんな方

PWR-Q200-OP
Wi-Fiクレードル

接続イメージ図

Wi-Fiクレードルのモード切替スイッチを「RT」にセッ
トして電源を入れます。

1

Wi-Fiクレードルのモード切替スイッチを「AP」にセッ
トして電源を入れます。

1

2

LANケーブルの一方をONU（回線終端装置）に接続
し、もう一方をWi-FiクレードルのINTERNETポート
に接続してからONUの電源を入れます。

2

Step２まで行っていただくと設定完了となります。
（Step３は不要です。）

ポイント！    新規でひかり電話をご利用の方は、ひかり電話ルータの設
　定を行ったあと、本商品の設定を行ってください。

※ＳＳＩＤ２とＳＳＩＤ４は通常は表示されません。

②クリック②クリック

※接続イメージ図はルータモードです ※接続イメージ図はルータモードです

有線で接続できた！

クリック

チェック

クリック

「ネットワークに接続」の画面が表
示されたらWi-FiクレードルのSET
ボタンをPOWERランプが緑点滅す
るまで押し続けます。

暗号化キーの入力
不要！
そのままお待ちく
ださい。

POWERランプが橙点滅するとWPSの設
定中です。

※  接続できない場合は暗号化キーを入力し
［OK］をクリックしてください。

本商品を無線 LANルータとして使用する場合

本商品を無線LANアクセスポイントとして使用する場合



web116.jp/shop/hikari_p/q200op/q200op_00.html本紙に記載した内容は、2012年7月時点での情報です。PWR-Q200-OP （Wi-Fiクレードル）と無線LAN接続が可能な無線LANルータについては、弊社ホームページにてご確認ください。右記のホームページの動作確認状況をご確認ください。　　　▶http://w

各種端末接続ガイド PWR-Q200-OP（Wi-Fiクレードル）いろんな機器と無線で接続しよう！

1 HOMEメニューから［本
体設定］をタッチしたあと、
［はじめる］をタッチしま
す。

   Wii® ニンテンドー3DS™

スマートフォン／タブレット iPhone®／
iPod touch®／iPad®

●本紙は、光iフレーム2/Wii®/ニンテンドー3DS™/PS Vita/スマートフォン/タブレット/iPhone®/iPod touch®/iPad®と本商品を無線接続
する手順を説明していますが、すべての機器との接続を保証するものではありません。本商品のインターネット接続設定については、本紙表面も
しくは付属の取扱説明書を参照してください。なお、本紙は2012年7月時点での情報です。
●本紙に記載の手順で本商品に無線接続できないときは、以下の対策を行ってください。
 ・  各機器を本商品に近づけてから、接続設定を行ってください。
 ・ 無線ネットワーク名（SSID）と暗号化キーが正しいことを確認してください。
 ※ 暗号化キーの確認は暗号化キーの入力を行った場合のみ実施してください。
 ・ 各機器の最新の取扱説明書を参照し、接続設定を行ってください。
Wii・ニンテンドー3DSは任天堂の登録商標または商標です。
「PlayStation」および「プレイステーション」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
「PS Vita」は同社の商標です。また、「PlayStation®Vita」は同社の商品です。
©Sony Computer Entertainment Inc.
［Android™ ］は、Google Inc. の商標または登録商標です。 
iPhone®、iPod touch®、iPad®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
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★無線ネットワーク名（SSID）と暗号化キーの場所

 ここでは、Android™OSでの接続方法でご案内します。

光iフレーム2
光iフレーム2は、ソフトウェアのバージョンにより
画面が異なります。
ご利用中のホーム画面により手順を選択してください。

1 ホーム画面から［基本
設定］をタップします。

1 ホーム画面から［設
定］をタップします。

2［ハードウェア設定］
をタップします。

2［システム設定］を
タップします。

3［ネットワーク］をタップします。

4［無線LAN設定］をタップします。

5［設定する］をタップします。

6［無線LAN簡単接続（プッシュボタン）］をタッ
プします。

7「無線LAN簡単接続機能」の画面が表示されます。

▼
120秒以内に、本商品のSETボタンをPOWER 
ランプが緑点滅するまで押し続けます。

8 接続成功すると「接続に成功しました。」と表示
されます。

PS Vita （PlayStation® Vita）
1 PS Vitaのホーム画面の［設定］→［はじめる］
もしくは［つづける］→［ネットワーク］を選
択します。

2［Wi-Fi設定］を選択します。

3［アクセスポイントを自動で登録する］リストから、
［らくらく無線スタート®］を選択します。

4 本商品のSETボタンを約3秒以上押して、
POWERランプが緑点滅になったら放します。
次のステップまで60秒程度かかる場合がありま
す。
※SETボタンは60秒以内に押してください。

緑点滅

5 本商品のPOWERランプが橙点滅に変わったら、
SETボタンを、POWERランプが橙点灯するま
で押し続けます。
POWERランプは10秒程度橙点灯したあと、
緑点灯に戻ります。
※SETボタンは30秒以内に押してください。

橙点滅 橙点灯

6 登録されたら［OK］を押します。

6［らくらく無線スタート］を
タッチします。

7 本商品のSETボタンを約3秒以上押して、
POWERランプが緑点滅になったら放します。
次のステップまで60秒程度かかる場合があります。
※SETボタンは60秒以内に押してください。

緑点滅

8 本商品のPOWERランプが橙点滅に変わったら、
SETボタンを約3秒以上押して、POWERラン
プが橙点灯になったら放します。
POWERランプは約10秒程度橙点灯したあ
と、緑点灯に戻ります。
※SETボタンは30秒以内に押してください。

橙点滅 橙点灯

9 無線LANの設定が完了し
たら、接続テストを行い
ます。［OK］をタッチし
ます。
※ 接続テストはインター
ネットに接続した状
態で行ってください。

［OK］

10 接続テストを行います。

11 接続テストが成功したら、
設定は完了です。［OK］
をタッチします。

［OK］

より暗号化強度の高い方式にて接続していただくた
めに、本商品とWiiを接続する手順は、アクセスポ
イント検索による設定をご案内しております。

1［Wiiオプション］を
選択します。

2［Wii本体設定］を
選択します。

3▶で画面を移動し2
の画面を表示させ、
［インターネット］
を選択します。

4［接続設定］を選択
します。

5［未設定］の接続先
を選択します。

6［Wi-Fi接続］を選択
します。

7［アクセスポイントを
検索］を選択します。

8［OK］を選択しま
す。

9本商品に記載されて
いる無線ネットワー
ク 名（SSID）を 選
択します。
★無線ネットワーク名
（SSID）と暗号化
キーの場所を参照
してください。

!本商品に記載され
ている選択した無
線ネットワーク名
（SSID）に 該 当 す
る暗号化キーを入力
し、［OK］を選択し
ます。

"［OK］を選択します。 #インターネットの接続
のテストを行います。

※ 接続テストはインター
ネットに接続した状
態で行ってください。

$接続テストが成功し
たら設定は完了です。

2［インターネット設定］を
タッチします。

3 ［インターネット接続設
定］をタッチします。

4 ［接続先の登録］をタッチ
します。

5 ［自分で設定する］をタッ
チします。

SSID opcl-q******-1
（2.4GHz帯）

opcl-q******-3
（5GHz帯）

特徴
○  遮へい物に強い
△  電波干渉を受け
やすい

○  電波干渉を受けづ
らい

△  遮へい物に弱い

お勧め

 ・  壁などの遮へい物
が多い環境で使う
とき

 ・  見通しの良い環境で
使うとき
 ・  他の無線機器の電
波の影響を受けやす
い環境で使うとき

Wi-Fiクレードルをご使用の場合、
SSID1／SSID3のどちらを選んで
もお使いいただけます。
Windows® 7でSSID3（5GHz）
を使用して接続する場合は、取
扱説明書のSSIDを検索して手動
で接続する方法を参照し、設定を
行ってください。
※  SSID3は、お客さまの環境によって
ご使用できないため、画面に表示さ
れないことがあります。

Wi-Fiクレードルと接続の場合
暗号化キーSSID

1［設定］をタップしま
す。

2［無線とネットワー
ク］をタップします。

3［Wi-Fi設定］をタッ
プします。

4［Wi-Fi］のチェック
ボックスをタップし、
ONにします。

5 Wi-Fiネットワーク
一覧が表示された
ら、本商品に記載さ
れている無線ネット
ワ ー ク 名（SSID）
を選択します。

6 暗号化キーを入力
する画面が出てき
ます。暗号化キー
を入力して、接続
完了です。

1［設定］をタップしま
す。

2［Wi-Fi］をタップし
ます。

3ボタンをスライドし
［オフ］を［オン］に
します。

4 Wi-Fiネットワーク
一覧が表示された
ら、本商品に記載さ
れている無線ネット
ワ ー ク 名（SSID）
を選択します。

5暗号化キーを入力す
る画面が出てきます。
暗号化キーを入力し
て、接続完了です。


