
ワイヤレスエクステンダー EX6110
インストールガイド

リセットボタン 5秒以上押してエクステンダーを工場出
荷時の状態に初期化します。

WPSボタン  エクステンダーを既存のWiFiネット
ワークに接続したり、WPS対応デバイ
スをエクステンダーに接続します。

電源ボタン  電源をオン/オフにします。

LED ❶ Power  エクステンダーは正常に起動しています。

 
（電源）

  エクステンダーは起動中です。

   エクステンダーに電源が入っていません。

 ❷ Router エクステンダーと無線LAN親機の接続
状態を示します。

 

（ルーター）

 接続状態が良好です。

   接続状態が普通です。

   接続状態が悪いです。

   接続がありません。

 ❸ Device エクステンダーと無線LAN子機の接続
状態を示します。

 

（デバイス）

 接続状態が良好です。

   接続状態が普通です。

   接続状態が悪いです。

   接続がありません。

 ❹ WPS  ワイヤレスセキュリティ （WPSまたは
WPA2） で接続されています。

   WPS接続中です。

   ワイヤレスセキュリティが無効です。

消灯緑点滅赤点灯オレンジ点灯緑点灯

リセットボタン
WPSボタン

電源ボタン

● 各部の名称とはたらき

テクニカルサポート
本製品の保証期間1年間です。保証を受けるためには、本
製品をお買い上げ後30日以内にユーザー登録が必要に
なります。ユーザー登録方法につきましては、別紙「ユー
ザー登録のお知らせ」をご確認ください。また、サポートを
受けるうえでご購入いただいた証明（領収書、レシート等）
をしていただく場合がございますので、保管をお願い致し
ます。

NETGEAR カスタマーサポート
NETGEAR製品のインストール、設定、仕様に関するご
質問や問題については、下記のNETGEARカスタマー
サポートまでご連絡ください。

フリーコール

携帯電話から

E-mai l

0120-921-080

support@netgear.jp
03-6670-3465

エクステンダーを設定する前に、お使いの無線LAN親機が問題なくインターネットに
接続できることを確認してください。
接続がうまくいかない場合は、お使いの無線LAN親機の製造元にお問い合わせください。

1 エクステンダーと無線LAN親機を同じ部屋に置きます。

2 エクステンダーを電源コンセントに差し込み、電源LEDが緑色
に点灯するまで待ちます。

 電源LEDが点灯しない場合は、本体側面の電源ボタンを押し
てください。

3 エクステンダーを既存のWiFiネットワークに接続します。

 次のいずれかの方法で接続します。

● 無線LAN親機がWPSプッシュボタンに対応している場合

WPSで接続します。

詳しくは手順　　　　　　　　　　　　　　の項目を参照してください。

5 エクステンダーのネットワーク名と既存の無線LAN親機のパ
スワードを使用して無線LAN子機をエクステンダーのWiFi
ネットワークに接続します。

6 5の無線LAN子機でWebブラウザーを開き、アドレス欄に 
「www.mywifiext.net」と入力します。

7 　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボタンをクリックし
ます。

8 アカウントの作成画面が表示されるので、エクステンダー
管理画面にログインするためのアカウント情報すべてに入
力し、　　　　  　 ボタンをクリックします。

 手順　　 に進みます。

4 アカウントの作成画面が表示されるので、エクステンダー
管理画面にログインするためのアカウント情報すべてに入
力し、　　　　　　ボタンをクリックします。

5 次のような画面が表示されるので、　　　　　を選択します。

6 近隣のWiFiネットワークが表示されます。拡張したい無線
LAN親機のネットワークを選択して 　　　　　 ボタンを
クリックします。

 2.4GHz, 5GHzのうち拡張したくないネットワークがある
場合は、一番上の［2.4 GHzワイヤレスネットワーク］また
は ［5GHzワイヤレスネットワーク］のチェックボックスを
選択解除します。

7  ［パスワード（ネットワークキー）］欄に既存の無線LAN親機
のネットワークキー（パスワード）を入力し、　　　　　 ボ
タンをクリックします。

WPSを使わずに既存のWiFiネットワークに接続する場合は、こちらの
手順を行います。

設定用に、PCやスマートフォン等の無線LAN子機を1台準備します。

1 無線LAN子機にLANケーブルが接続されていないことを確認
します。

 無線LAN子機から、エクステンダーのNETGEAR_EXTという
ネットワーク名 （SSID） のWiFiネットワークを見つけ、接続し
ます。

無線LAN子機との接続が確立すると、デバイスLEDが点灯します。

2 1 と同じ無線LAN子機でWebブラウザーが自動的に開きます。
 Webブラウザーが開かない場合やセットアップ画面が自動的

に表示されない場合は、Webブラウザーを開いてアドレス欄
に「www.mywifiext.net」と入力します。

3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボタンをクリックし
ます。

● 無線LAN親機がWPSプッシュボタンに対応していない場合

Webブラウザーを使って接続します。

詳しくは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  の項目を
参照してください。

エクステンダーの設定

お使いの無線LAN親機にはWPSボタンが付いていますか？
WPSプッシュボタン方式を使うと、ボタンを押すだけで安全なワイ
ヤレスネットワークに接続することができ、ネットワーク名やパスワー
ドの入力が不要になります。
WPS対応の無線LAN親機には、通常次のようなボタンが付いてい
ます。

1 エクステンダーの電源を入れる

無線LAN親機がWPSに対応している場合は、こちらの手順を行い
ます。

1 エクステンダー側面のWPSボタンを押します。

 WPS LEDが緑色に点滅します。

2 2分以内に、無線LAN親機のWPSボタンを押します。

 接続が確立すると、WPS LEDが緑色に点灯し、ルーター
LEDが点灯します。

3 （オプション） 無線LAN親機が5GHzに対応しており、5GHzで
接続する場合は、ステップ1.、ステップ2.を 繰り返してエクス
テンダーを5GHzネットワークに接続します。

4 PCやスマートフォンなどの無線LAN子機から、新しく作成され
たエクステンダーのWiFiネットワークを見つけます。

 エクステンダーのネットワーク名 （SSID） は既存親機のネット
ワークの末尾に_2GEXT （2.4GHz接続の場合） または 
_5GEXT （5GHz接続の場合） が付きます

２ ❶ WPSで接続

２ ❶ WPSで接続

２ ❷ Webブラウザーを使って接続

２

3

❷ Webブラウザーを使って接続

WPSはWEPネットワークセキュリティに対応していません。WEP
セキュリティを使用する場合は、
手順　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  の項目を
参照してください。

WPS

PUSH PUSH

２ ❷ Webブラウザーを使って接続

 既存親機のネットワーク名: MyNetworkName
例:  新しいエクステンダーネットワーク名: MyNetworkName_2GEXT  
 または MyNetworkName_5GEXT  

裏面に続きます

新しいエクステンダーのセットアップ

次へ

新しいエクステンダーのセットアップ

次へ

はい

次へ

次へ

❶
❸

❷
❹

初回の設定時のみ、エクステンダーを無線LAN親機の近くに置くことを推奨
します。

MEMO

ルーター LEDが点灯しない場合は、もう一度試してみてください。うまくい
かない場合は、手順　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　   の項
目を参照してください。

MEMO

２ ❷ Webブラウザーを使って接続

設定の途中で接続が切断された場合は、ブラウザーのアドレス欄に 
「www.mywifiext.net」と入力してください。

www.mywifiext.net でアクセスできない場合は、ブラウザーのアドレス欄
に「192.168.1.250」と入力してください。

MEMO

LED



1 エクステンダーを電源コンセントから抜き、既存の無線LAN
親機の置いてある場所と、既存のWiFiネットワークのシグナ
ルの弱い場所の中間あたりに移動します。

 既存のWiFiネットワークの範囲内に設置します。

2 エクステンダーを電源コンセントに差し込み、電源LEDが緑色
に点灯するまで待ちます。

 電源LEDが点灯しない場合は、本体側面の電源ボタンを押し
てください。

3 エクステンダー前面のルーター LEDを使ってエクステンダー
と無線LAN親機の接続が最適となる場所を選択します。

 ルーター LEDが緑色またはオレンジ色に点灯しない場合は、
エクステンダーをルーターの近くに移動して、もう一度試して
みてください。

4 PCやスマートフォン等の無線LAN子機から、エクステンダー
ネットワークを見つけ、接続します。

 無線LAN子機を追加したい場合は、このステップを繰り返し
ます。

既存の無線LANの電波が弱いところから無線LAN子機をエクステン
ダーに接続し、エクステンダーのLEDを確認することで、最適な設置
場所を確認することができます。

● デバイスLEDが緑色またはオレンジ色に点灯している場合は、エク
ステンダーの無線LANは既存の無線LANの電波の弱いところま
で届いており、ネットワーク設定に問題はありません。

● デバイスLEDが赤色に点灯している場合は、エクステンダーの無
線LANは既存の無線LANの電波の弱いところまで届いていませ
ん。

● デバイスLEDが緑色またはオレンジ色に点灯するまで無線LAN子
機をエクステンダーに近づけます。

設定が完了すると、NETGEAR genie （管理者ページ） にログインし
て設定の確認や変更ができます。

1 PCやスマートフォンなどの無線LAN子機からエクステンダー
のWiFiネットワークに接続します。

 接続が確立されると、デバイスLEDが点灯します。

2 1 と同じ無線LAN子機からブラウザーを開きます。
3 ブラウザーのアドレス欄に｢www.mywifiext.net」 と入力し

ます。

 ログイン画面が表示されます。

1 エクステンダーが既存のWiFiネットワークに接続したことを
確認するメッセージが表示されます。

 　　　　　 をクリックします。

2 次のような画面が表示されたら、右上の［登録しない>>］をク
リックします。日本国内で製品を購入された場合は、
MyNETGEAR.comにアクセスして製品を登録してください。

8  ［ネットワーク名］にデフォルトのネットワーク名（SSID）が表示
されます。このネットワーク名（SSID）を使用するか、または好
きな名前に変更します。

 パスワードを変更する場合は、プルダウンから選択します。

 　　　　　 ボタンをクリックします。

9 設定が適用され、次のような画面が表示されます。PCやス
マートフォンなどの無線LAN子機から新しく作成されたエク
ステンダーのWiFiネットワークに接続し、チェックボックスを
選択して　　　　　　ボタンをクリックします。

 手順　　  に進みます。

3 次のような画面が表示されれば設定完了です。

4 手順　　  に進みます。

3 エクステンダーの接続設定
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エクステンダーについて詳しくは、ユーザーマニュアルを参照してくださ
い。ユーザーマニュアルは、http://www.netgear.jp/supportInfo/ 
からダウンロード可能です。

正しいパスワードを入力しているはずなのに、
NETGEAR genie（管理者ページ）にワイヤレスパス
ワードを入力するよう表示されます。

エクステンダーが、既存の無線LAN親機の電波の届くぎりぎりのこと
ろに置かれているかもしれません。

エクステンダーを既存の無線LAN親機に近づけてみてください。

WEPセキュリティを使用している場合は、パスワードを正しい欄に入
力していることを確認してください。

なお、セキュリティの強度が低いため、WEP （およびWPA TKIP） 方
式の使用は推奨されていません。

エクステンダーのログインメールアドレスとパス
ワードを忘れました。

ログイン画面で、[ユーザー名とパスワードのヘルプ] リンクをクリッ
クし、初期セットアップ時に設定したセキュリティに関する質問に回答
します。

セキュリティに関する質問の回答を忘れてしまった場合は、工場出荷
時の状態に戻します。

詳しくは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　を参照してください。

エクステンダーを無線LAN親機のネットワークに追
加できません。

次のトラブルシューティングを試してみてください。

● ネットワーク名 (SSID)とネットワークキー (パスワード) が正しく
入力されていることを確認して下さい。パスワードは大文字と小文
字を区別します。

● エクステンダーが無線LAN親機のネットワークを検出できないと
きは、無線LAN親機の電源が入っており、無線がオンになっている
ことを確認してください。可能であれば、エクステンダーを無線
LNA親機に近づけてみてください。

● エクステンダーのデバイスLEDが赤色に点灯している場合は、無
線LAN親機とエクステンダーの接続が悪い状態です。無線LAN親
機とエクステンダーの間には壁や扉などの障害物ができるだけ無
いようにします。

よくある質問と回答 （FAQ）

3

4

4 エクステンダーを最適な場所に設置

4 初期設定時に入力した管理者名とパスワードを入力し、[ログ
イン] をクリックします。

5 NETGEAR genie （管理者ページ） のステータス画面が表示
されます。

 必要に応じて設定の確認や変更を行います。

エクステンダーの側面にあるリセットボタンで、設定を工場出荷時の
状態に戻すことができます。

工場出荷時の状態

以下の手順で、エクステンダーを工場出荷時の状態に戻します。

1 ペンやペーパークリップの先などを使って、電源LEDがオレン
ジ色に点滅するまでエクステンダーのリセットボタンを5秒以
上押し続けます。

2 リセットボタンを離します。エクステンダーが再起動するまで
約1分待ちます。

3 電源LEDが緑色に点灯したら、初期化は完了です。

 URL www.mywifiext.net

 IPアドレス 192.168.1.250（DHCP有効）

 サブネットマスク 255.255.255.0

 ユーザー名 初期ログイン時に設定

 パスワード 初期ログイン時に設定

無線ネットワーク名  NETGEAR_EXT

エクステンダーネットワークに接続し、ブラウザー
を開きました。NETGEAR genie（管理者ページ） が
表示されないのはどうしてですか？

次のトラブルシューティングを試してみてください。

● コンピューターがDHCPを使うように設定されているか確認してく
ださい。（ほとんどの場合そうなっています）

● エクステンダーのデバイスLEDが緑色またはオレンジ色に点灯し
ていることを確認してください。

 デバイスLEDが点灯していない場合は、PCやスマートフォンの
WiFi設定を開き、デバイスがエクステンダーのネットワークに接
続されていることを確認します。

● Webブラウザーをいったん閉じて再度開き、アドレス欄に 
「www.mywifiext.net」または「www.mywifiext.com」と入力
します。

無線LAN親機でワイヤレスMACアドレスフィルター 
（ワイヤレスアクセスコントロールまたはACL） を有
効にしています。エクステンダーの追加はどのように
行ったらいいですか？

無線LAN子機がエクステンダー経由で無線LAN親機に接続している
場合、無線LAN親機に表示される無線LAN子機のMACアドレスは別
のMACアドレス（バーチャルMACアドレス）に変換されます。

無線LAN親機のMACフィルターが有効になっている場合、エクステ
ンダーに接続されている無線LAN子機はエクステンダーからIPアドレ
スを取得できず、インターネットに接続できません。

無線LAN子機がエクステンダーからIPアドレスを取得してインター
ネットに接続するには、バーチャルMACアドレスを無線LAN親機に設
定する必要があります。

≫バーチャルMACアドレスを親機に設定する

1 無線LAN親機のMACフィルターを無効にします。

2 エクステンダーの電源を入れて、すべての無線LAN子機をエ
クステンダーに接続します。

3 ルーター LEDが点灯していることを確認します。

4 エクステンダーにログインして接続デバイス一覧の画面を確
認します。

5 接続デバイスに表示されるすべてのバーチャルMACアドレス
と、エクステンダーのバーチャルMACアドレスを無線LAN親
機のMACフィルターテーブルに追加します。

6 無線LAN親機のMACフィルターを有効にします。

次へ

続ける

次へ

管理者ページ
の情報

エクステンダーの工場出荷時の状態

最適な設置場所を確認する

エクステンダーの設定変更

エクステンダーの工場出荷時の状態


