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事前設定を行う

セットアップをはじめる前に、別紙「はじめにお読みください」の内容をご確認ください。

LAN-MBW300/PS

※以降の設定を行うには、本製品（無線ルータ）とパソコンを有線LANで接続する必要があります。
※ご利用になる公衆無線LANの電波が届く範囲で設定作業を行ってください。
※最新の設定情報が保持されるため、次回、同じ公衆無線LANに接続する場合は、この設定は不要です。
※ゲーム機を使用する場合は、以下の順で作業を行ってください。
　①「STEP1 事前設定を行う」 → ②「STEP2 (E) ゲーム機から本製品に接続する」 → ③「STEP2 (A)～(D)」

公衆無線LAN（クライアントモード）で使用する

3 Internet Explorerなどのブラウザを
起動します。

上記のイラストを参考に、本製品とパソコンを
接続します。
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1
AP Router Client

本製品の電源を切った状
態で、モード切換スイッチ
を「Client」にします。

4 アドレス欄に「http://192.168.2.1」
と入力し、キーボードの［Enter］キーを押
します。

5 本製品のユーザー名とパスワードを入力し、
［OK］をクリックします。

検出された公衆無線LANの一覧が表示
されたら、接続したいSSIDの［選択］を
クリックしてチェックし、［次へ］をクリッ
クします。

7

セットアップガイド 導入編

公衆無線LAN（クライアントモード）で使用する場合

6 ［公衆無線LAN設定］をクリックします。 8 セキュリティキーが設定されている公
衆無線LANに接続する場合は、セキュ
リティーキーを入力して［接続］をク
リックします。

! 暗号は、利用する公衆無線LANサービスによって異なります。設定
の際は各サービスの指定する接続方法を参照してください。
ここで入力する「セキュリティキー」は、各サービスが提供する「セキ
ュリティキー」です。

❶本製品（無線ルータ）の背面にあるLANポートと、パソコンの
LANポートをLANケーブルでつなぎます。

DC 5V

有線LAN
ポート

LANケーブル

本製品背面

LANポート（黒）

付属のUSB給電ケーブルを
USBポートや
USB給電ACアダプタに接続
（バスパワーでご利用いただけます。）

付属のACアダプタを
家庭用コンセントに接続

DC IN

❷電源を接続します。

または

■パソコンとの接続方法

Windows 7の
画面例

ユーザー名

パスワード

■初期値 admin

admin
※すべて小文字

9 「接続成功しました」というメッセージが
表示されたら、［OK］をクリックします。
●これで設定は完了です。設定後は、本製品とパソコン
からLANケーブルを外してご利用いただけます。



本製品と各機器を無線で接続する
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iOS編A

手順　 で誤ったパスワードを入力した
可能性があります。
次の手順で接続をやり直してください。
1.リストに表示された「logitecXX」の
右端にある［>］をタップします。

2.「このネットワーク設定を削除」をタ
ップします。
3.手順　  からやり直します。

「ネットワーク“logitecXX”に接続
できません。」と表示された場合

・iPhone/iPad/iPod touchの電源をいっ
たん切り、再び入れてからやり直してくだ
さい。
・Bluetooth機能がオンの場合、電波
干渉によりWi-Fi接続ができないこと
があります。Bluetooth機能をオフに
してからやり直してください。

iPhone/iPad/iPod touchをWi-Fi接続する

※画面はiPhone 4の例です。

電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。

Android編B
Android端末をWi-Fi接続する
電波干渉を避けるため、Bluetooth機能をオフにすることを推奨します。

正しく接続できたか確認します。5
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1

2

　  マークが表示されて
いることを確認します。

無線接続に失敗した場合! 4

3

!

3

4

Wi-Fiがオフのときは、タップして
オンに変更します。

logitecXXが複数見つかった場合
近隣に同じSSIDの無線親機があります。
電波の強いほうを選んでください。
※通信が安定しない場合は、SSIDの変更を
お勧めします。

メインメニューの[設定]を
タップ（選択）します。

設定メニューの[Wi-Fi]を
タップします。

リストに表示された「logitecXX」をタップします。

本製品のパスワードを入力し、［Join］をタップします。

7 ブラウザを起動すると、公衆無線LANサービ
スの認証メッセージが表示されます。指示に従
って認証手続きを行ってください。
●インターネットの閲覧やiTunesなど、お好みの機能をご使用く
ださい。

これで接続作業は完了です。
（ホーム）ボタンでメインメニューに戻ります。

●パスワード（暗号キー）は、「無線暗号キー
ステッカー」の13文字の半角英数字（す
べて大文字）です。

1 メニューボタンを押します。

2 ［設定］をタップします。

3 ［無線とネットワーク］
をタップします。

8 選択したネットワー
クに接続できている
ことを確認します。

4 ［Wi-Fi設定］をタップします。

5 ［Wi-Fi］をタップします。

6 目的のネットワーク名をタップします。

無線暗号キーステッカー

暗号キー

ブラウザを起動する
と、公衆無線LAN
サービスの認証メッ
セージが表示されま
す。指示に従って認証
手続きを行ってくださ
い。

7 セキュリティーキーを入力して、
［接続］をタップします。

無線暗号キーステッカー

暗号キー

●パスワード（暗号キー）は、「無線
暗号キーステッカー」の13文字
の半角英数字（すべて大文字）
です。

※キー入力の都度、このキーをタップして
　大文字で入力してください。

●インターネットの閲覧な
ど、お好みの機能をご使
用ください。

●これで設定は完了です。
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パソコンから本製品に接続する

無線暗号キーステッカー

暗号キー

❶本製品（無線ルータ）付属の
　「無線暗号キーステッカー」の13文字の英数字
　（すべて大文字）をメモしておきます。

❷〈システム環境設定〉画面を開き、
　［ネットワーク］をクリックします。

AirMacで接続する方法を説明します。

❸AirMacの［状況］が「入」になっていることを
　確認します。

❹［ネットワーク名］のリストを開き、リストの中から「logitecXX」を選択します。

❺メモしておいた暗号キー（英数字：すべて大文字）を入力します。

❻［OK］をクリックします。

●パスワードの入力画面が表示されます。

❼AirMacの［状況］が「接続」になっていることを確認します。

❽［適用］をクリックし、画面を閉じます。

●これで本製品への接続は完了です。

Mac編C

❺

❻

❼

❽

❾ブラウザを起動すると、公衆無線LANサービスの認証メッセージ
が表示されます。
　指示に従って認証手続きを行ってください。

R
es

et
/W

P
S

❶付属の「無線暗号キーステッカー」の「Key」に記載されている13文字の英数字を
　確認します。

❷パソコンに無線LAN機能のオン/オフスイッチがある場合は「オン」にしておきます。

❸以下の方法でワイヤレスネットワークの接続画面を表示します。

❻ご使用の環境によって、いずれかの画面が表示されます。それぞれの画面の説明へ進みます。

◆暗号キーを入力する画面が表示されたとき
1． 付属の「無線暗号キーステッカー」の「Key」に記載されている13文字の英数字を入力し、
   ［OK］または［接続］をクリックします。

◆WPSの設定画面が表示されたとき

2． 下の手順❼へ進みます。

❼再度、タスクトレイのワイヤレスアイコンをクリックし、接続状態になっていることを確認します。

❽ブラウザを起動すると、公衆無線LANサービスの認証メッセージが表示されます。
　指示に従って認証手続きを行ってください。

※電波の届く範囲に複数の無線APがあった場合、すべてが一覧に表示されます。本製品のSSID「logitecXX」を選択し、接続してください。
※「logitec2ndXX」は、Wi-Fiゲーム機接続用のSSIDです。選択しないでください。
※「logitec2ndXX」は、ルータモード/APモードのみ対応です。

❺［接続］をクリックします。

Windows 7の例 Windows Vistaの例

Windows編D

Windows 7の例

（Windows XPでは、確認用に再入力が必要です。）

※過去の接続状況によって表示される画面が異なることがあります。画面の説明を確認しながら接続してください。

Reset/WPSボタン

本製品底面

◆Windows 7/Vistaの場合
Windows画面右下のタスクトレイにある「ネットワーク」アイコンを右クリック
し、［ネットワークと共有センター］を選択します。画面の［ネットワークに接続］を
クリックします。

◆Windows XPの場合
Windows画面右下のタスクトレイにある［ワイヤレスネットワークの接続］アイ
コンを右クリックし、［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。

! logitecXXが
複数見つかった場合
近隣に同じSSIDの無線親機
があります。電波の強いほうを
選んでください。
※通信が安定しない場合は、SSID
の変更をお勧めします。

2． ［次へ］をクリックします。

3． ［閉じる］をクリックします。

4． 右の手順❼へ進みます。

［このネットワークプロファイルを
保存する］はチェックした状態に
しておきます。

SSID
暗号化方式
キーフォーマット
キー

※1 接続画面には「logitec2ndXX」も表示されますが、Wi-Fiゲーム機接続用です。
　　選択しないでください。
※2 Logitec製無線ルータは、どちらの設定でも接続できるように設定されています。
※3 XXは00～99の任意の数字です。

logitecXX※1、※3

WPA-PSK（TKIP）またはWPA2-PSK（AES）※2

パスフレーズ
無線ルータ底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」の13文字の半角英数字
（すべて大文字）

OSのネットワーク接続の画面が表示されなかった場合! ご使用のパソコン本体のマニュアルに記載された無線LAN機能の設定方法をお読みになり、下記の設定
値を参考に内蔵無線LANの設定をしてください。

❹リストの「logitecXX」を選択します。

1．上記の画面が表示された状態で、本
製品底面にあるReset/WPSボタン
をWPSランプが点滅するまで（約2
秒）押します。点滅が始まったら離し
ます。

※5秒以上、押し続ける
と本製品が初期化さ
れますので、ご注意く
ださい。

Windows XPの例
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DC 5V

有線LAN
ポート

LANケーブル

本製品背面

LANポート

付属のUSB給電ケーブルを
USBポートや
USB給電ACアダプタに接続
（バスパワーでご利用いただけます。）

付属のACアダプタを
家庭用コンセントに接続

DC IN

❷電源を接続します。

または

■事前設定

■ゲーム機での設定

本製品のセキュリティの初期設定は「WPA2-PSK」になっています。
初代Nintendo DSなど対応していないゲーム機から接続する場合は、セキュリティを「WEP」に変更する必要があります。

※相手側（Wi-Fiゲーム機等）の設定手順などについては、Wi-Fiゲーム機等のメーカーにお問い合わせください。弊社サポートサービスではお答えしかねます。

ゲーム機から本製品に接続するE

1 Internet Explorerなどのブラウザを
起動します。

3 ［PC表示形式］をクリックします。

2 アドレス欄に「http://192.168.2.1」と入
力し、キーボードの［Enter］キーを押します。

●認証画面が表示されます。

7 ［適用］をクリックします。

6 「キー」に任意の半角英数字5文字を入
力します。

●「キー長」が64bit、「キーフォーマット」がASCIIにな
っていることを確認してください。

4 ［無線設定］－［セキュリティ設定］の順に
クリックします。

5 「暗号化」のプルダウンメニューから
［WEP］を選択します。

❶

❷

LAN-MBW300/PS　セットアップガイド［導入編］ - 公衆無線LAN（クライアントモード）で使用する場合 -      2011年12月2日　第1版　ロジテック株式会社 ©2011 Logitec Corporation.  All rights reserved.

PSP での 設定

ホームメニューの[設定]→[ネッ
トワーク設定]→[インフラスト
ラクチャーモード]を選択しま
す。

ワイヤレスLANセキュリティ設
定で［WEP］を選択し、暗号
キーを入力します。
※暗号キーは、「■事前設定」で設定した
任意の5文字です

[新しい接続の作成]を選択し、
次へ進みます。

[検索する]を選択し、
[logitecXX]を選択します。

設定内容を保存し、接続テスト
を実行します。

ブラウザを起動すると、公衆無線
LANサービスの認証メッセージ
が表示されます。指示に従って
認証手続きを行ってください。

本製品は、PSPをXLink Kai経由で接続するサー
ビスには対応しておりません。

DSシリーズでの設定

DSi/DSi LL/3DSの場合
本体を起動します。［本体設
定］→［本体設定 3］→［イン
ターネット］→［接続設定］の順
にタッチします。

DS/DS Liteの場合
Wi-Fi対応ゲームを起動しま
す。［Wi-Fi］→［Wi-Fiせって
い］→［Wi-Fi接続先設定］の順
にタッチします。

設定内容を保存し、接続テスト
を実行します。

ブラウザを起動すると、公衆無線
LANサービスの認証メッセージ
が表示されます。指示に従って
認証手続きを行ってください。

WEPキーを入力し、［決定］を
タッチします。
※暗号キーは、「■事前設定」で設定した
任意の5文字です

「接続先」のうち未設定の[接続
先]をタッチします。

[アクセスポイントを検索]を選
択し、リストに表示された
[logitecXX]を選択します。

❶本製品（無線ルータ）の背面にあるLANポートと、パソコンの
LANポートをLANケーブルでつなぎます。

※ DS/DS Lite/DSi は標準でブラウザーを内
蔵しておりません。

 DS/DS Lite は、別途「ニンテンドーDS
ブラウザー」をご購入頂く必要がございます。
 DSi はあらかじめブラウザ認証が不要なイン
ターネット回線で「ニンテンドーDSiブラウ
ザー」をダウンロード頂く必要がございます。

 各 DSブラウザーの設定方法については、
DSブラウザーの取扱説明書をご参照くだ
さい。

8 ［更新］をクリックします。
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