かんたん設定ガイド

マルチモードルーター
すべてのニーズに対応

モデム等の終端装置の電源を切り、
バッテリーがあれば取り外します。

画像は実際の商品と異なる場合があります。

終端装置の電源を入れて、
立ち上がるまで約2分待ちます。

終端装置(モデム/ケーブルモデム/ひかり電話
ルーター)と本製品を接続します。
配線後にルーターの設定を行う必要があります。

電源アダプター

POWER

WAN

1

2

POWER

3

4

WPS/
RESET

WAN

ルーター

モデム

インターネットに接続

※集合住宅等の場合は、
モデムなどの終端装置が
ない場合はLANケーブルを直接本体のWANポートに
接続をしてください。

コンセントに接続

※ケーブルモデムの場合はモデムの電源を切り、
一定時間放置をする必要があります。

電源アダプターをルーターに
接続します。

LANケーブルを使用して、終端装置を
ルーターのWANポートに接続をします。

ルーターの設定を行います。
1. コンピューターとルーターを接続します
（有線またはWi-Fi）
有線接続の場合

パソコンのWi-Fi機能をオフにして、
ルーターのLANポートと
パソコンをLANケーブルで接続します。

※ログインウィンドウが表示されない場合は、
FAQ > Q1を参照してください。

http://tplinkwifi.net

Wi-Fi(無線)接続の場合

ルーター底部のラベルに
印刷されている、
SSID
（ネットワーク名）
と
8桁のワイヤレスパスワ
ードを使用してルーター
のWi-Fiにデバイスを接続
します。

2. ウェブブラウザ(Internet ExplorerやSafariなど)を起動し、
アドレスバーに
http://tplinkwifi.net またはhttp://192.168.0.1 と入力します。ログイン時の
ユーザー名とパスワードには両方ともadminと入力します。

3. [次へ]をクリックしてクイックセットアップを開始します。
「ワイヤレスルーター」
を選択し、
手順に従ってインターネットの接
続設定を行ってください。
※接続タイプがわからない場合は、
自動検出をクリックしてください。
※接続タイプがPPPoEの場合は、
ご契約のプロバイダーの書類に記載されている
ものを入力してください。
(ユーザー名とパスワードの呼称は各社異なっており、
xxx@xxx.ne.jpのような形の場合
は@以下もすべて入力する必要があります。
)

admin
admin
SSID
（ネットワーク名）
:TP-Link_XXXX

ログイン

Wi-Fiに接続をしてもインターネットに接続が出来ない場合は、
ルーターの初期設定を再度確認してください。
フレッツ光の回線の場合はインターネット接続タイプをPPPoEに設定のうえ入力内容をご確認ください。
各社のPPPoEユーザー名とパスワードに関して以下のQRコードか、
ご契約のプロバイダーまでお問い合わせ下さい。

3

ブリッジモード

中継器モード

ブリッジモードの本製品と、
有線ルーターを接続することで
Wi-Fiでインターネットへの接続が可能となります。
※ 有線ルーターは多くの場合プロバイダーから提供されます。

このモードは、
既存の無線LANルーター(メインルーター)のWi-Fiを中継する
ことで接続範囲を拡張します。

WISPモード
WISPモードではインターネット回線が引かれていない遠隔地等でも
無線でインターネット回線に接続をします(主に日本国外向けです)。

1. 設定

A. 本製品をメインルーターの近くに設置し、電源を入れます。
Internet

Internet

Ethernet1Ethernet2 Ethernet3Ethernet4

Ethernet

Ethernet4

有線ルーター

WAN

ルーター(本製品)

デバイス

B. 本製品底部のラベルに印刷されているSSID（Wi-Fiの名前）
を選択しワイヤレ
スパスワードを入力してWi-Fi、
もしくはLANケーブルを使用し有線でコンピュータ
をルーターに接続します。
アドレスバーにhttp://tplinkwifi.net と入力します。
C. ウェブブラウザを起動し、
ログインするには、
ユーザー名とパスワードの両方にadminを使用します。

A. 本製品の電源をオンにします。

B. 図の様に、
本製品のWANポートと有線ルーターのLANポートをLAN
ケーブルで接続します。
C. コンピューターと本製品を有線、
もしくは本製品底面のラベルに記載され
ているSSID(Wi-Fiの名前)とパスワードを使用してWi-Fi接続をします。
D. ウェブブラウザを起動し、
アドレスバーにhttp://tplinkwifi.net と入力します。
ログインの際はユーザー名とパスワードの両方にadminと入力をしてくだ
さい。

D. [次へ]をクリックしてクイックセットアップを開始します。
中継器モードを選択し、手順に従い初期設定を行ってください。

説明

点灯:
ルーターモード: WANポートに接続されているがインターネットには
接続出来ていません。
オレンジ ブリッジモード: WANポートは接続されていません 。
中継器モード: メインルーターと接続されていません。
WISPモード: インターネットに接続出来ません。
点滅:
ルーターモードでWANポートが未接続です。

インターネットの
LED
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緑

点灯:
ルーター/WISPモード: インターネットに接続中です。
ブリッジモード: WANポートは接続中です。
中継器モード: メインルーターと接続中です。
点滅:
起動途中もしくはファームウェアのアップグレードを行っている最中です。*

LAN LED

緑

Wi-Fi LED 緑

点灯: 少なくとも1つのLANポートが接続中です。
点灯:
ルーター/ブリッジ/WISPモード/中継器モード: Wi-Fi機能はオンです。
点滅:
WPSで接続を行っています。2分程度かかります。

WPS/RESET 1秒程長押しをするとWPSがオンになります。
ボタン
5秒以上長押しをするとリセット(初期化)され工場出荷時の状態に戻ります。

* 故障の原因になるので、
この作業中には決して電源を抜かないでください。

デバイス

A. 本製品の電源をオンにします。

2. 配置の変更

設置場所は、既存のメインルーターの接続範囲内でなければなりません。

C. ウェブブラウザを起動し、
アドレスバーにhttp://tplinkwifi.net と入力
します。
ログインするには、
ユーザー名とパスワードの両方にadminを使
用します。

メインルーターとWi-Fiの死角ととなっている場所の中間地点に本製品を設置し
ます。

D. [次へ]をクリックしてクイックセットアップを開始します。
WISPモードを選択し、手順に従い初期設定を行ってください。
ルーターのWi-Fi

メインルーター

アイテム

ルーター

B. 本製品底部のラベルに印刷されているSSID（Wi-Fiの名前）
を選択しワ
もしくはLANケーブルを使用し有
イヤレスパスワードを入力してWi-Fi、
線でコンピュータをルーターに接続します。

E. [次へ]をクリックしてクイックセットアップを開始します。
ブリッジモードを
選択し、
クイックセットアップの手順に従ってインターネット接続を設定し
ます。

LEDとボタンの説明

パブリックWi-Fi

拡張されたWi-Fi

ルーター

デバイス

アプリ「Tether」
アプリ
「Tether」
を使えば簡単に初期設定や管理が行えます。
各アプリストアやQRコードをスキャンしてダウンロードをしてください。

FAQ (困ったときは)
Q1. ルーターの管理画面が開けないときは

ご利用のコンピューターがIPアドレスを自動的に取得する設定になっているかを確認し
てください。
アドレスバーにhttp://tplinkwifi.net かhttp://192.168.0.1 もしくは
http://192.168.1.1 と入力されているかを確認してください。
端末やブラウザを変えるか、
ブラウザのキャッシュやCookieを削除してください。
ルーターを再起動してみてください。
ネットワークアダプターを無効化し、再度有効に切り替えてみてください。
モデム(もしくは有線ルーター)とルーターをつなぐLANケーブルを抜き、
ルーターを再起動します。起動後にログイン画面が開けたらモデムを再接続します。
スマートフォンで管理画面が開けなかったり、
Tetherがデバイスを認識しない場合は
いったん機内モードに切り替えてから再度Wi-Fiをオンにしたうえでお試しいただき、設
定完了後に機内モードをオフにしてください。

Q2. ルーターモードでインターネットに接続できないときは

パソコンを直接モデムと接続しインターネット回線をテストしてください。
問題がある場合はプロバイダーまでお問合せください。
ルーターの管理画面にログインをし、
「ステータス」画面のWAN IPを確認してください。
0.0.0.0の場合はケーブルの接続を確認し再度クイックセットアップを行ってください。
192.168.x.xの場合は動作モードをブリッジモードに切り替えてください。
ルーターを再起動してみてください
ケーブルTV回線の場合はモデムとルーターの電源を抜き、数分放置してからモデム→
ルーターの順番で電源を入れてください。

Q3. ルーターを初期化するときは

電源が入っている状態で、背面のWPS/RESETボタンを5秒程長押しをしてください。
インターネットのLEDが点滅を始めたらボタンを離します。
ルーターの管理画面にログインをし、
「システムツール」>「既定の設定」
を開き
「復元」
をクリックします。
すると自動的に再起動と初期化が始まります。

Q4. 管理画面のログインパスワードがわからない場合は

FAQ > Q3に従ってルーターを初期化後adminと入力をしてログインをしてください。

Q5. ワイヤレスパスワード(Wi-Fiのパスワード)がわからない場合は

変更していない場合はルーター底部のラベルで8桁のワイヤレスパスワードを確認して
ください。
ルーターとPCをLANケーブルで接続し管理画面を開き、
ワイヤレス > ワイヤレスセキュ
リティからパスワードを確認してください。

テクニカルサポートへのメール等や
初期設定・機能の利用方法等のFAQはTP-LinkのHPをご覧ください：
http://www.tp-link.com/support または QRコードをスキャン

