
はじめに
このたびは、「LTE モバイルルータ」（以下、本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に 「スタートアップガイド」 （本書） および 「お願いと注意事項」 と 「取扱説明書 （*1）」

をお読みいただき、 正しくお使いください。 また、 お読みになった後は大切に保管してください。

*1 ： 本製品には同梱しておりませんので、 ご購入の事業者のウェブサイトなどで参照／ダウンロードしてください。

ご利用いただくにあたって
・ 本製品は充電中や通信中に長時間触れたまま、 またはポケットに入れたまま使用しないで 

ください。 低温やけどを起こす可能性があります。

・ 本製品の通信中は、 身体から 1.5 センチ以上離し、 かつその間に金属 （部分） が含まれ 

ないようにしてく ださい。 このことにより、 本製品が国の技術基準および電波防護の国際 

ガイドラインに適合していることを確認しています。

・ 本製品は無線を使用しているため、 サービスエリア内でも電波の届かない場所 （トンネル・

地下など）、 電波状態の悪い場所ではご使用になれません。 また、 高層ビル ・ マンション 

などの高層階では見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。 

なお、 電波状態が良い状態で、 移動せずに使用している場合でも通信が切れることがあり 

ますので、 あらかじめご了承ください。

・ 本製品は電波を使用しているため、 第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませ

んので、 ご留意ください。

・ 本製品は電波法に定められた無線局ですので、 電波法に基づく検査を受ける場合があり

ます。 その際には本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。

・ 公共の場で本製品をご使用の際は、 周りの方のご迷惑にならないようご注意ください。

お買い上げ品の確認

□　LTE モバイルルータ □　micro USB ケーブル

□　スタートアップガイド （本書）

SIM カードの準備

充電の準備

□ SIM カードの取り付けかた

1 本製品に電源が入っているときは、 電源ボタンを約 3 秒押して電源を切ります。

2 SIM スロットカバーを取り外し、 SIM カードの IC 部分を上にして矢印の方向に取り 

付けます。

1 本製品の USB コネクタに microUSB ケーブルを接続します。

2 microUSB ケーブルのもう一方のコネクタをパソコンなどの USB ポートに接続します。

LTE モバイルルータ
スタートアップガイド

各部の名称と機能

① microUSB コネクタ 

microUSB ケーブルを接続します。

② WPS ボタン 

約 2 秒押すと WPS が有効になります。

③ 電源ボタン 

本体の電源が OFF の状態で約 3 秒以上押し続けると電源が ON になります。 

本体の電源が ON の状態では、 ディスプレイ表示が切り替わります。 

また、 約 3 秒以上押し続けると電源が OFF になります。

④ ディスプレイ 

本製品の状態が表示されます。 （表示内容は 「ディスプレイの表示」 に示します。）

⑤ ストラップ取り付け穴 

ストラップを取り付けます。

⑥ SIM カードスロット 

SIM カードを取り付けます。

⑦ リセットボタン 

先の細いもので押すと本体が再起動します。 

（本体や LCD （ディスプレイ） が動作しない状態となった場合、 電源ボタンとリセット 

ボタンを押し続けることで本体を強制再起動することができます。） 

なお、 リセットボタンのみを約 3 秒以上押し続けると、 設定内容が工場出荷状態に 

戻ります。

電源を入れる

ディスプレイの表示

【主なステータスアイコン】

名称 表示 説明

①電波受信レベル

　／ SIM カードの状態

     LTE の信号強度を 5 段階で表示

 LTE でインターネットに接続不可

 SIM カードが未挿入

②接続状態  LTE でインターネットに接続

③データ通信状態     
データ通信状態を表示
（上矢印 ： 送信中、 下矢印 ： 受信中）

④無線 LAN 接続状態

 本製品への接続なし

   ～ 
本製品への接続機器台数を表示
（右上の数字が接続台数を表示）

⑤電池残量
     電池残量を 5 段階で表示

     充電中の電池残量を 5 段階で表示

電源を切る場合は、 電源ボタンを約 3 秒押して電源を切ります。

1 本製品の電源ボタンを約 3 秒押して電源を入れます。

【ディスプレイ表示例】

注意
本製品では AC アダプタを付属していません。

本製品の充電は、 パソコンの USB コネクタを利用して充電することができます。 

市販の AC アダプタを利用する場合、 AC アダプタの出力が 「DC5V/0.5A ～ 2A」 で 

PSE マーク  のある製品をご利用ください。

②① ③ ④ ⑤

｝
｝

情報表示

日時表示

免責事項および安全上のご注意
本製品をご利用になる前に、 「お願いと注意事項」 または 「取扱説明書」 の 「免責事項に

ついて」 および 「安全上のご注意」 をお読みのうえ、 正しくご使用ください。

④

① ②

⑤

⑥

③

⑦

□　お願いと注意事項

パソコンまたは

AC アダプタの

USB ポートに接続

□　製造番号ラベル （IMEI） （2 枚）



無線 LANの設定情報

無線での接続 初期化方法各種機能の設定

 ■ Microsoft、 Windows、 Internet Explorer、 Microsoft Edge は、 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における商標または登録商標です。  

 ■ Wi-Fi、 WPA、 WPA2 は、 Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
 ■ その他、 記載の会社名および製品名は、 各社の商標または登録商標です。
 ■ 本製品に関する問い合わせは、 ご契約時のご案内、 契約書に記載された問い合わせ先へ連絡してください。
 ■ 本書の内容は予告無しに変更することがあります。
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本書は、本製品と Windows パソコン （Windows 8.1） との接続方法を例にして説明しています。

その他の無線 LAN 端末との接続については、 各製品の説明書を参照してください。

1 Windows パソコンの無線 LAN 機能を ON にします。

2 画面の右上か右下にマウスポインタを合わせて、 チャームを表示します。 

タッチパネル操作の場合は、 画面の右端からスワイプすることで、 チャームを表示 

します。

3 チャームの  をクリックします。

4 チャームの  をクリックします。 

5 ネットワークの一覧の中から、 本製品のネットワーク名 （SSID） を選択し、 ［接続］ を 
クリックします。 

 

6 　「セキュリティキー」 を入力し、 ［次へ］ をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ネットワーク上のデバイスへの自動接続選択が表示されたら、 ［はい］ をクリックして 

無線 LAN に接続します。

お買い上げ時のネットワーク名 （SSID） は、 「SILA_1_XXXX」 が設定されています。

「XXXX」 部は本製品の裏面に記載されている 「IMEI」 の下 4 桁となります。

なお、 ネットワーク名はセキュリティ保護のため、 設定ツールの ［設定］ ー ［Wi-Fi 設定］ ー

［SSID1 ／ SSID2 設定］ ー ［ネットワーク名 (SSID)］ で変更いただくようお願いします。

お買い上げ時のセキュリティキーは、 本製品の裏面に記載されている 「IMEI」 の下 8 桁と 

なります。

なお、 Wi-Fi パスワードはセキュリティ保護のため、 設定ツールの ［設定］ － ［Wi-Fi 設定］

－ ［SSID1 ／ SSID2 設定］ － ［Wi-Fi パスワード］ で変更いただくようお願いします。

接続先の設定
ご契約の通信サービスによっては、 接続先の設定が必要な場合があります。

接続先の設定は、 ご契約の通信サービスからの案内に従って実施してください。

接続先の設定が必要な場合、 以下の手順で接続先を設定します。

1 設定ツールのメニューから ［設定］ － ［接続設定］ をクリックします。

2 ［接続設定］ ー ［APN 設定］ の ［接続先］ でカスタム接続リスト （Custom1 ～

Custom5） の 5 種類からいずれかを選択し、 ［編集］ ボタンをクリックします。

3 ［優先順位 ]、 ［ネットワーク名］、 ご契約の通信サービスからの案内に従って ［APN］、

［認証タイプ］、 ［ユーザー名］、 ［パスワード］、 ［IP タイプ］ を設定します。

4 設定した内容を確認後、 ［保存］ ボタンをクリックします。

5 接続先の変更を適用する場合は、 ［適用］ をクリックします。

6 設定ツールの ［再起動］ ボタンをクリックし、 接続設定を反映します。

本製品が正常に動作しなくなった場合や、 工場出荷状態に戻したい場合について示します。

なお、 本手順を実行することで設定されている情報は消去されます。

お買い上げ時の無線 LAN ネットワークは 1 種類 （SSID1） が有効となっています。 

SSID1 のネットワーク名は、 「SILA_1_XXXX」 が設定されており、 「XXXX」 部は本製品の 

裏面に記載されている 「IMEI」 の下 4 桁となります。

なお、 電源ボタンを押下することでディスプレイにもネットワーク名が表示されます。

また、 SSID1 のセキュリティは WPA2 で、 暗号化の種類は AES が設定されています。

SSID1 の暗号化キーは本製品の裏面に記載されている 「IMEI」 の下 8 桁となります。

1 本製品と Windows パソコンを無線 LAN で接続します。 

（接続方法は 「無線での接続」 を参照してください。）

2 Windows パソコンの Web ブラウザ （Internet Explorer） を起動します。

3 アドレス入力欄に 「http://LTE-Mobile-Router」 または 「http://192.168.15.1」 を入力し、

ログイン画面を表示します。 

 

 

4 ［ユーザー名］ に 「admin」、 ［パスワード］ に 「admin」 を入力し、 ［ログイン］ を 

クリックします。 

 

 

 

アドレス入力欄に入力する 「LTE-Mobile-Router」 および 「192.168.15.1」 は設定ツールの 

［システム設定］ － ［デバイス名］、 ［DHCP 設定］ で変更することができます。

1 本製品のリセットボタンを細い棒で約 3 秒以上押します。 

しばらくすると設定内容が工場出荷状態の設定に戻ります。 

無線 LAN使用上のご注意
無線 LAN （WLAN） は、 電波を利用して情報のやり取りを行うため、 電波の届く範囲で 

あれば自由に LAN 接続できる利点があります。

その反面、 セキュリティの設定を行っていないときは、 悪意ある第三者に通信内容を盗み 

見られたり、 不正に侵入されたりする可能性があります。

お客様の判断と責任において、 セキュリティの設定を行い、 使用することを推奨します。

パスワードは、 お買い上げ時のパスワードである 「admin」 を入力してください。 

なお、 パスワードはセキュリティ保護のため、 設定ツールの ［設定］ ー ［システム設定］ ー 

［パスワード］ で変更いただくようにお願いします。

WPS による接続
本製品の WPS ボタンを押すことで、 WPS 機能が 2 分間有効になります。
無線 LAN 端末で本製品のネットワーク名 （SSID） に接続操作することで、 無線 LAN
に接続します。

本製品の工場出荷状態は ［自動 ( プリセット )］ が選択されています。

設定ツール　[ 設定 ] ー [ 接続設定 ] 画面　カスタム接続リスト設定例

ご契約されている通信サービスからのご案内に示される情報をご確認のうえ、 

各項目の設定を間違えないよう入力してください。

ネットワーク名 (SSID)、 Wi-Fi パスワードはセキュリティ保護のため変更いただくよう 

お願いします。

本製品に接続した無線 LAN 端末の Web ブラウザから設定ツールを使用し、 各種機能の設定 

が可能です。

初期化実施後、 ご契約時のご案内に従って、 再度接続先を設定してください。


