導入編

かんたんセットアップガイド

本製品を使用するには、本製品に付属の CD-ROM から
ドライバとユーティリティをインストールする必要があります。

STEP

1

パソコンの設定を
しましょう

LAN-W150NU2AB・AW・HT

ドライバとユーティリティをインストールします。
インストール後、無線アダプタを取り付けると
設定の準備が完了します。

8

本製品を
まだ取り付けないで
ください！

1

■Windows 8 の場合
画面右下（タスクバー）にLogitecクライアントユーティリ
ティのアイコン
が表示されます。手順 9 へ進みます。

本製品を接続するパソコンを起動します。起動時はご使用の OS にあわせて、
以下の権限を持つユーザーでログオンしてください。

■Windows 7/Vista の場合

■Windows 8/7/Vista の場合→「管理者」権限を持つユーザーでログオン
■Windows XP の場合→「コンピュータの管理者」権限を持つユーザーでログオン

2

※画面の表示は「LAN-W150N/U2」となっています。

しばらくすると、自動的にドライバのインストールが完了
します。手順 9 へ進みます。

付属の CD-ROMをパソコンのドライブに挿入します。
自動的に「セットアップメニュー」が表示されます。

!

再インストールなどで付属の CD-ROM が見あたらない場合
弊社ホームページよりプログラムをダウンロードして設定できます。
詳しくは、2 ページ下段の「付属の CD-ROM が見あたらない場合」をお読みください。
［セットアップメニュー］が表示されない場合
（Windows 8 のとき）
①スタートメニューで「デスクトップ」をクリックします。
②画面左下の
（エクスプローラー）をクリックします。
③左メニューの［コンピューター］をクリックします。
④付属の CD-ROM の内容を表示します。
⑤「SimpleSetup（.exe）」アイコンをダブルクリックし
ます。

3 ［Logitec 無線アダプタ インス
トール］をクリックします。

6

■Windows XP の場合
ウィザードによるインストール画面が表示された場合は、
手順❶〜❻を実行します。表示されなかった場合は、
手順 9 へ進みます。

［セットアップメニュー］が表示されない場合
（Windows 7/Vista/XP のとき）
マ イ コ ン ピ ュ ー タ な ど で CD-ROM の 内 容 を 表 示 し、
「SimpleSetup（.exe）」アイコンをダブルクリックします。
Windows Vistaで自動再生画面が表示された場合は、
「menu.exe の実行」をクリックします。

❶ ❷の画面が表示される前に、
「Windows ロゴテスト」に関する
画面（❹と同じ）が表示された場合は、手順❺の操作が終わる
まで、そのままにしておきます。
❷「いいえ、今回は接続しません」
を選択し、[ 次へ ]をクリック
します。

〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき
（Windows 8/7/Vista）
Windows 8/7 の場合は［はい］を、Windows Vista の場
合は［続行］をクリックします。

❸「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、
[ 次へ ]をクリックします。

ご使用の環境によって、確認画面が表示される
ことがあります。表示された画面にあわせて処理
を実行します。

❹ 右の画面が表示された場合は、
[ 続行 ]をクリックします。

以下の画面が表示されたとき（Windows 8）
［次へ進む］をクリックします。

!

ご注意：
このボタンは使用しません。

ご使用の OS によって、このあとの手順が
異なります。

クリック

4 ［LAN-W150NU2AB］を選択し、

画面にエラーメッ
セージが表示され
て い ま す が、
［次
へ進む］をクリック
すると手順 7 へ
進み、正常にイン
ストールできます。

❺ [ 完了 ]をクリックします。
❻ ❶の「Windows ロゴテスト」に関する画面が表示されたまま
の場合は、
［続行］をクリックします。ウィザードが終了します
ので、手順 9 へ進みます。

9

インストールが完了します。
［終了する］を
クリックします。

〈ユーザーアカウント制御〉画面が表示されたとき
（Windows 8/7/Vista）
Windows 8/7 の場合は［はい］を、
Windows Vista の場合は［続行］をクリックします。

［次へ進む］をクリックします。

〈Windows セキュリティ〉画面が表示されたとき
（Windows 8/7/Vista）
［このドライバソフトウェアをインストールします］をクリックします。
〈ソフトウェアのインストール〉画面が表示された
とき（Windows XP）
［続行］をクリックします。
❶選択する

5

❷クリック

クリック

10

正しくインストールされたことを確認します。
アイコン

7 「無線アダプタを接続してください。」と表示されま

［インストールする］をクリックします。

Windows 8/7でタスクバーにアイコンが見つからない
場合は、▼をクリックして開いてみてください。

すので、パソコンに無線アダプタを取り付けます。

デスクトップ画面右下のタスクバーに「クライアント
ユーティリティ」のアイコンが表示されます。

!
無線アダプタを差し込む
と、自動的にセットアップ
が始まります。
クリック

パソコンによっては再起動を促されますが、アイコン
が表示されることを確認するまでは再起動しないで
ください。

11「STEP2」へ進みます。
1

STEP

2

無線親機に接続しましょう

手動で無線 LAN への接続設定をする必要が
あります。設定方法については、
「 かんたん
セットアップガイド 補足編 」1 ページ「手動で
無線親機に接続する場合」をお読みください。

WPS 機能に対応した無線親機となら
かんたんに接続できます！

WPS 機能を利用する場合
1

無線親機が WPS に対応していない
場合

本製品を接続したパソコンを、
インターネットに接続可能な
状態である無線親機の近くに
置きます。

※手動で設定する場合は別紙「 かんたんセットアップガイド 補足編 」
1 ページを参照してください。

5

1〜3m（目安）

無線親機に搭載された WPS 用の
「設定ボタン」を押します。
指定された時間だけ押します。

本製品

弊社製無線ルータ
LAN-WH450N/GR
の例

Push!

6 ［Start PBC］をクリックします。

接続できたら、
［完了］をクリックします。

2 ［設定画面を開きます］をクリックします。
❷クリック
クリック
❶右クリック

正しく接続できると「PBC ‑Get WPS proﬁle successfully,」と表示されます。

※画面例は Windows 7です。

デスクトップ画面の右下のタスクバーにあるクライアントユーティリティのアイコン
を右クリックします。

3

（接続の設定）→
します。

クリック

［新しい WPS 接続の設定］の順にクリック

7 ［接続設定リスト］が表示され、WPS で接続した無線親機の SSID

❶クリック
無線 LAN 機能が有効で
あることを確認します。
無効時はアイコンを
クリックすると有効に
なります。

が表示されます。

有効時

無効時

正しく接続できると
が表示されます。

❷クリック

自動的に設定内容がプロファイルに登録されます。
メイン画面に接続ステータスが表示されるようになります。
メイン画面の
をクリックするとクライアントユーティリティを閉じます。

4

をクリックし、次に進みます。
クリック

!

［プッシュボタン設定］のまま
変更しないでください。

接続がうまくいかないとき
100%にならない場合は、手順 5 〜 7 をくり返してください。

※弊社製無線ルータをご使用の場合、 logitec-XXXXXXまたは logitecXX（X は 0〜9 のランダムな
英数字） 、 logitecuser のいずれかが表示されます。表示されるSSID は、ご使用のモデルによっ
て異なります。詳細については、無線親機（無線ルータ）のマニュアルをお読みください。
※何度かやり直しても接続できない場合は、
「

SSID が複数ある場合は選択します。

かんたんセットアップガイド 補足編 」1 ページ「手動

で無線親機に接続する場合」をお読みになり、手動で接続してださい。

［WPS AP List］に複数の無線親機がある場合は、 をクリックして接続先の
SSIDを選択します。通信可能な無線親機（SSID）が検出されます。

8

これで無線親機との接続作業は完了です。

!

※弊社製無線ルータをご使用の場合、 logitec-XXXXXXまたは logitecXX（X は 0〜9 のランダムな英数字） 、
logitecuser のいずれかが表示されます。表示されるSSID は、ご使用のモデルによって異なります。
詳細については、無線親機（無線ルータ）のマニュアルをお読みください。

インターネットに接続できる環境でご使用の場合
インターネットに接続できる環境の場合、Web ブラウザからインターネットに接続す
ることで、正しく設定できているかを確認することができます。

付属の CD-ROM が見あたらない場合
弊社ホームページよりプログラムをダウンロードして設定できます。以下の流れで設定してください。
❶弊社ホームページより「LAN-W150NU2AB・AK・KT」のドライバソフトをダウンロード
します。
※インターネットへは、有線 LANで接続するなどしてください。
※製品型番検索システムをご利用ください（http://dl.logitec.co.jp/top.php）。
❷本製品を使用するパソコンのデスクトップ上で、ダウンロードしたZIPファイルを解凍します。

❹〈ユーザー アカウント制御〉画面が表示されますので、
［はい］をクリックします。
❺［インストール］をクリックします。
❻インストール終了の画面が表示されたら、
［完了］をクリックします。
❼このあとは、このページ上の「STEP2

❸解凍されたフォルダを開き、
「setup（.exe）」をダブルクリックします。

2
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