
はじめにお読みください 簡単セットアップガイド PWR-N1000 設定について、詳しくは「光ポータブル設定サイト」へ　 NTT西日本　光ポータブル　設定 検索

Step 1
設定の準備をする

本体とクレードルの取り付けは本設定
が完了するまで行わないでください。

注意！

Step 2
本商品とパソコンを無線でつなぐ

※タブレットなどパソコン以外の端末と無線で接続する場合は裏面を確認してください。
※本商品とパソコンを有線で接続する場合は、取扱説明書「5-3　クレードルに接続して使う」を確認してください。

LTE/3G通信をご利用の方はUIMカード
（microSIM）を取り付けます

1 UIMカード（micro
SIM）の IC 部 分
（金色）を下にし
て、UIM カ ー ド
（microSIM）を カ
チッと音がするま
で挿入します。

確　認  本商品の以下の設定を確認します。
• プライマリSSID（n1000-xxxxxx-1）
• 暗号化キー（AES）（13桁の英数字）

SSID

暗号化キー
本商品
※ラベルは一例です。

プライマリ SSID メモ欄

暗号化キー（AES）メモ欄

※後で必要となります。

電池パックを取り付けます

1電池パックを奥ま
でスライドさせて
押し込みます。
本商品と電池パックの端
子部を合わせてください。

端子部

2充電池カバーを取
り付けます。
つめがカチッとなるまで押し
込んでください。

電源を入れます
本商品のPOWERランプが緑点滅するまで電源ボ
タンを押して電源を入れます。
本商品の起動中はPOWERランプが緑点滅し、ディ
スプレイに「Please Wait」と表示されます。
起動するまでに約1分かかります。

電源ボタン

POWERランプ
POWERランプ
緑点滅

充電のしかた

電池パックの充電には、電源アダプタを使用します。
1本商品のUSBポートに電源アダプタのUSBコ
ネクタを接続します。
※USBコネクタは矢印のついている面が上です。

2電源アダプタの電源プラグをコンセントに接
続します。
※電源アダプタが抜けないようにご注意ください。

クレードルを接続して充電する場合の手順は、取
扱説明書を参照してください。

Windows® 7の場合
WPS（プッシュボタン）を利用した接続方法

※  Windows® 8をご利用のかたは、取扱説明書の「3-4　 
Windows® 8/7 およびOS X/Mac OS Xの「ワイヤレスネッ
トワーク接続」で設定する」を参照してください。

Mac OS（OS X v10.7/v10.8）
の場合

※  Mac OS X v10.5/v10.6をご利用のかたは、取扱説明書の
「3-4　Windows® 8/7 およびOS X/Mac OS Xの「ワイ
ヤレスネットワーク接続」で設定する」を参照してください。

※  画面はOS X v10.8の場合の例です。

Step 3
接続先を設定する

－ モバイルデータ通信／フレッツ・スポット －
1 パソコンのWebブラウザを起動し、「http://192.168.11.1」
を入力して「Web設定」を開きます。

2管理者パスワードを入力して、［設定］をクリック
します。

入力

クリック

管理者
パスワード
メモ欄
※管理者パスワードは半角英数字（大文字小文字区別あり）および
-（ハイフン）、_（アンダースコア）を用いて1文字～64文字で
設定できます。

3ユーザー名に「admin」を、パスワードに手順2
で設定した管理者パスワードを入力し［OK］をクリッ
クします。

クリック

4 LTE/3G通信の設定を行います。「基本設定」－「接
続先設定（LTE/3G）」を選択します。（LTE/3Gを
ご利用にならない場合は、手順8へお進みください。）

5お客さまがご契約されているLTE/3Gモバイルデー
タ通信事業者から提供されているAPN（接続先）
設定情報をご確認いただき、各設定項目を入力し
ます。
※3G 契約のUIMカード（microSIM）をご利用のお客様は、「高
度な設定を表示」をクリックし、「拡張設定」の「3G 固定設定」
の「使用する」にチェックをしてください。

お客様がご契約されている LTE/3G モバ
イルデータ通信事業者から提供されてい
る APN（接続先）設定情報をご確認いた
だき、各設定項目を入力してください。

（APN設定情報イメージ）

6クリック

7クリック

APN設定情報
APN（接続先）：xxxxx.ne.jp
  ユーザー名：*******              
  パスワード：*******            
  認証方式：CHAP/PAP 

5APN設定情報を入力

6［設定］をクリックします。

7［保存］をクリックします。

8フレッツ・スポットの設定を行います。「基本設定」
－「接続先設定（WAN側無線LAN）」を選択しま
す。（フレッツ・スポットをご利用にならない場合は、
手順%へお進みください。）

9［編集］をクリックし、接続先の設定編集画面を表
示します。

! ［設定方法を選択］の一覧から「NTT西日本フレッ
ツ・スポット」を選択します。

$クリック #クリック

"クリック

!クリック

" ［選択］をクリックします。
# ［設定］をクリックします。
$ ［保存］をクリックします。
% Webブラウザを閉じます。
以上で無線LAN、LTE/3G、フレッツ・スポット通信
を利用してインターネットへ接続するための設定は終
了です。
フレッツ光などの有線にてインターネットへ接続する
場合は、取扱説明書の「5-3　クレードルに接続して
使う」を参照して、設定してください。
その他の設定については、リファレンスガイドを参照
してください。

本商品の設定完了

本商品の主な使いかた
本商品の主な特長は次のとおりです。
1. 持ち運び可能な無線モバイルルータです。
モバイルデータ通信のご利用に必要なもの
モバイルデータ通信を利用するには、モバイルデータ通信サー
ビス事業者とのご契約が必要です。

モバイル
Wi-Fi ルータ

PWR-N1000

モバイルデータ通信
サービスのご契約

モバイルデータ通信サービス契約後、
UIMカード（microSIM）が届きます。

モバイルデータ通信は、携帯電話の回線を
利用した通信サービスです。

基地局 モバイルWi-Fiルータ
PWR-N1000

無線LAN/Wi-Fi対応機器

モバイル
データ通信 Wi-Fi

UIMカード
（microSIM）

2. 公衆無線LANサービスエリア（フレッツ・スポットなど）
では、インターネット接続をLTE/3G回線から公衆無線
LANに切替できます。
※  フレッツ・スポットを利用する場合は、別途NTT西日本へ
の申し込みが必要です。

3. 宅内で同梱のクレードルにより、無線ルータとして利
用可能です。
本ガイドでは、上記1・2について、ご説明します。宅内での
利用については、「取扱説明書」を参照してください。

箱の中身を確認しよう
設置を始める前に、構成品がすべてそろっていること
を確認してください。不足しているものがある場合は、
PWR-N1000取扱説明書の裏表紙に記載のお問い合わせ
先にご連絡ください。

● 構成品

□  PWR-N1000（1台） □   PWR-N1000
電源アダプタ（1個）

  本商品を充電する際に
使用します。

□  PWR-N1000電池パック
（1個）

□   USB通信ケーブル（白）
（1本）
  本商品とパソコンを接続
する際に使用します。

□  充電池カバー（1個） □   USB給電ケーブル（黒）
（1本）
  スマートフォンなどに給電
する際に使用します。

□  PWR-N1000クレードル
（1台）

□   ETHERNETケーブル
（1本）

□  PWR-N1000簡単セット
アップガイド
（本紙）（1枚）

□  PWR-N1000取扱説明書
（1冊）

□  本商品のご使用時の注意 □   保証書
  ご購入のお客様が対象に
なります。

1タスクトレイに表示されているワイヤレスネットワー
ク接続アイコンをクリックします。
※［スタート］（Windows®のロゴボタン）－［コントロールパネル］
－［ネッ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］－［ネットワークに接続］をクリックする方法もあります。

クリックタスクトレイは通常
画面右下にあります。

2「ワイヤレスネットワーク接続」の画面でStep1で確
認した本商品のプライマリ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。

選択 クリック

3「ネットワークに接続」の画面が表示されたら本商
品のSETボタンを6秒以上押し、ディスプレイに
「Wi-Fi設定」と表示されたら放します。
※  ディスプレイが消灯している場合は、いったんSETボタンを押し
てディスプレイを点灯させてください。

暗号化キーの入力
は不要です。
そのままお待ちく
ださい。

ディスプレイに「Wi-Fi設定」→「WPS設定中」と表示されます。
※  接続できない場合はStep1で確認した本商品の暗号化キー（AES）
を入力し［OK］をクリックしてください。

4接続完了です。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、接続したプライマリ
SSIDの横に「接続」と表示されます。本商品のディ
スプレイに「設定完了」と表示されます。

1アップルメニューの［システム環境設定］－［ネッ
トワーク］アイコンをクリックします。

2サービスリストから［Wi-Fi］を選択します。

3［ネットワーク名］のプルダウンメニューでStep1
で確認した本商品のプライマリSSIDを選択します。

4パスワード入力のポップアップ画面の「パスワード」
にStep1で確認した本商品の暗号化キー（AES）を
入力して、［接続］をクリックします。

5接続完了です。 
「接続済み」と表示されます。



●  本ガイドは、スマートフォン/ タブレット/iPhone®/iPod touch®/iPad®/ ニンテンドー3DS™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、本ガイド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、本ガイドは
2013年7月時点での情報です。

● 本ガイド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。

らくらく無線スタートは、NECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
Windows®は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
MacOS、OSXは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
フレッツ・スポットは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。
ニンテンドー3DSは任天堂の登録商標または商標です。
「Android™」は、Google Inc. の商標です。
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。
iPhone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。
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LTE/3Gに接続する場合

1 ディスプレイで電波受信レベルが点灯し、圏外で
ないことを確認してください。

2 ディスプレイの接続状態に  または  と
表示されていることを確認してください。

3 接続した無線LAN端末（子機）のWebブラウザ
を起動します。

4 外部のホームページを開きます。

フレッツ・スポットに接続する場合
ご利用の環境がフレッツ・スポットのWeb認証方式
提供エリアであることを確認してください。
1 ディスプレイで電波受信レベルが点灯し、圏外で
ないことを確認してください。
※ディスプレイの接続状態にLTEまたは3Gと表示されている場
合は、下記の「LTE/3G接続とWAN側無線LAN接続の切り替
え方法」を参照して接続先を切り替えてください。

2 ディスプレイの接続状態に  と表示されて
いることを確認してください。

3 接続した無線LAN端末（子機）のWebブラウザ
を起動します。

4 ログインページが表示されます。
5 お客様がご契約されているフレッツ・スポットの
設定情報をご確認いただき、認証用のIDとパスワー
ドを入力してください。

6 外部のホームページを開きます。

LTE/3G接続とWAN側無線LAN接続の切り替え方法

1 ディスプレイの接続状態に  または  と
表示されていることを確認してください。

2 SETボタンを押して、下記のメニュー画面を表示
させます。

3SETボタンを長押しします。

4 ディスプレイの接続状態に  が点灯してい
ることを確認してください。

Step 4
インターネット接続

Step 5
タブレットなどいろいろな機器と無線で接続しよう ※画面は一例です。

ニンテンドー3DS™

設定について、詳しくは「光ポータブル設定サイト」へ

NTT西日本　光ポータブル　設定 検索
「光ポータブル」の設定についてのお問い合わせ先

0120－248995
（24時間　年中無休）（通話料無料）
※携帯電話・PHSからも利用可能です。
※一部時間帯は録音受付による対応となります。
※故障修理等の対応時間は9：00～17：00です。

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。

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。

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6秒以上押して、ディスプ
レイに「Wi-Fi設定」と表示されたら放します。
※ SETボタンは60秒以内に押してください。
※ ディスプレイが消灯している場合は、いったんSETボタンを
押してディスプレイを点灯させてください。

8 しばらく待つとディスプレイに「SETボタンを
押してください」と表示されます。
※ 60秒程度かかる場合があります。

9 本商品のSETボタンを押し続け、ディスプレイ
に「設定完了」と表示されたら放します。
※ SETボタンは30秒以内に押してください。
※  「らくらく設定中」と表示されたら、SETボタンを放しても問
題ありません。この表示の表示時間は短い場合があります。

! 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。

" 接続テストを行います。

# 接続テストが成功したら［OK］をタッチして、
接続完了です。

右上へ進む

タブレット／スマートフォン
ここでは、Android™OSのWPSを利用した接続方法をご案内します。

1［設定］をタップします。

2［無線とネットワーク］の［Wi-Fi］
をタップします。
※ Wi-FiをONにしてください。

3［WPS］のマークをタップして、
WPS機能を起動します。
※ WPSボタン接続機能がない場合は、リファ
レンスガイドを参照して設定してください。

4 下記の画面が表示されます。

5 本商品のPOWERランプが通常点
灯していることを確認します。
※ 本商品のPOWERランプが通常点灯してい
ない場合は、SETボタンを押してすぐ放し
て通常点灯させてください。

6 本商品のSETボタンを押し続け、
POWERランプが緑点滅または
緑橙点滅したら放します。

7 POWERランプが橙点灯します。
約10秒間橙点灯したあと、通常
点灯に戻ります。

8［OK］をタップして、接続完了です。

右上へ進む

iPad®／iPhone®／iPod touch®

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、Step1で確認した本商品
のプライマリSSIDを選択します。

5 パスワード入力画面に、Step1で
確認した本商品の暗号化キー（AES）
を入力します。［Join］をタップして、
接続完了です。

右上へ進む

★無線ネットワーク名（SSID）と暗号化キーの場所
SSID

暗号化キー
本商品
※ラベルは一例です。

※ 充電池カバーを取り外してご確認ください。


