
インストールガイド
Aircard 797 
モバイルホットスポット 
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同梱物の確認
• AC797モバイルホットスポット本体
• バッテリーカバー
• リチウムイオン充電式バッテリー
• Micro USBケーブル
• USB電源アダプター

各部の名称

ステータス 
LED

Micro USB
ポート

液晶画面

電源ボタン
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ステータス 
LED
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SIMカードを挿入する
ホットスポットを起動する前に、SIMカ 
ードを挿入してください。AC797モバイ 
ルホットスポットは、マイクロSIMカード 
(3FF) に対応します。SIMカードのサイズ 
についての詳細は、ご契約中のサービス 
プロバイダーにお問い合わせください。

1. 金色の接点面を下に向けて、SIMカー
ドをスロットに差し込みます。

2. SIMカードがしっ
かりと装着され
ていることを確
認します。

3. バッテリーを 
装填します。
メモ:  バッテリ
ーを装填する前
に、ラベルに印刷された 
管理者ログインパスワー 
ドを書き留めてください。 
モバイルホットスポットのWeb管理ペ
ージにアクセスするために使用し 
ます。

4. バックカバーを取り付けます。

SIMスロ
ット
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バッテリーを充電する
バッテリーは出荷時はフル充電されていませ
ん。バッテリーをフル充電するには、USBケ
ーブルをモバイルホットスポットに接続し、
次のいずれかと接続します。

•  USBアダプター
• ノートPC等のUSBポート

APNを設定する
モバイルブロードバンドネットワークに接続
するには、SIMアカウントを有効化する必要
があります。プリペイドまたは従量課金の
SIMカードを使用する場合は、アカウント残
高をご確認ください。

1. 液晶画面が点灯するまで、電源ボタンを
長押しします。

液晶画面に表示される自動APN設定のリ
ストにご使用中のプロバイダーのAPN名
がある場合は、電源ボタンによる操作の
みでAPNの設定が完了します。APN名が
ない場合は、ホットスポットのWeb管
理者ページにログインして設定する必要
があります。
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1. [APNの設定が必要です] と表示され
たら、次の手順を実行します。
a. 電源ボタンを押して、設定可能な

APNのリストを表示します。 
b. 電源ボタンを一回ずつ押して、適

切なAPNを選択します。 
c. 選択したAPNをデフォルトとして

設定するには、電源ボタンを長押
しし、進行状況バーが完了してか
ら電源ボタンを放します。

ホットスポットを使用する準備が整い
ました。

2. ご使用中のプロバイダーのAPN名がリ
ストにない場合は、次の手順を参考に
してください。
a. APNリストから [その他] を選択し

ます。
b. 電源ボタンを長押しし、進行状況

バーが完了してから電源ボタンを
放します。

c. APNを手動で設定します。8ペー
ジの「APNの設定」を参照してく
ださい。
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ホットスポットの 
ステータスLED
ステータスLEDは、データ接続のステータ
スを示します。

• ゆっくりした青点滅: ホットスポットを
使用できる状態です。

• 青点滅 (2回): ホットスポットでデータ
の通信中です。

• ゆっくりしたオレンジ点滅: ホットス
ポットがネットワークに接続していま
せん。
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液晶画面
液晶画面には、ホットスポットのWiFiネッ 
トワーク名 (SSID) とWiFiパスワード、 
また3G/4Gモバイルネットワークの情報が 
表示されます。

 

 
電源ボタンを押すと、通知やデバイス情報
などのさまざまな画面が表示されます。

Operator

WiFi 名

パスワード
ZUYc3qXt

ボタンで情報表示

10

1

NTGR-58C3

LTE

モバイル 
信号強度 バッテリー残量

WiFiパス
ワード

モバイル 
ネットワーク名

WiFiネット
ワーク名
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APNの設定
モバイルホットスポットのWeb管理者ペー
ジにログインして、APNの設定を手動で行い
ます。

1. PCまたはモバイルデバイスで、WiFiの
設定を開きます。

2. モバイルホットスポットのWiFiネットワ
ーク名を見つけて接続します。
液晶画面にWiFiネットワーク名とパスワ
ードが表示されています。

3. Webブラウザーを起動します。
4. 「http://mywebui.net」または

「http://192.168.1.1」と入力します。
5. 管理者ログインパスワードを入力し 

ます。
管理者ログインパスワードは任意のもの
に変更することをお勧めします。

ホットスポットのWeb管理者ページが表
示されます。

6. [ネットワーク] > [APN] を選択します。
7. [追加] ボタンをクリックし、APNの詳細

を入力します。
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メモ: APN設定の詳細については、ご
契約中のサービスプロバイダーにお問
い合わせください。にお問い合わせく
ださい。

8. [保存] ボタンをクリックします。
9. 作成したAPNのラジオボタンをクリック

して、デフォルトとして設定します。
ホットスポットを使用する準備が整い
ました。

インターネットに 
接続する
1. PCまたはモバイルデバイスで、WiFiの

設定を開きます。
2. モバイルホットスポットのWiFiネット

ワーク名を見つけて接続します。 
液晶画面にWiFiネットワーク名とパス
ワードが表示されています。 

3. Webブラウザーを起動し、インターネ
ットにアクセスできることを確認し 
ます。
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ホットスポットを 
カスタマイズする
WebブラウザーまたはNETGEAR Mobileア
プリを使用してホットスポットをカスタマ
イズできます。

Webブラウザーを使用する
1. PCまたはモバイルデバイスで、WiFiの

設定を開きます。
2. モバイルホットスポットのWiFiネット

ワーク名を見つけて接続します。
液晶画面にWiFiネットワーク名とパス
ワードが表示されています。 

3. Webブラウザーを起動します。
4. 「http://mywebui.net」または

「http://192.168.1.1」と入力します。
5. 管理者ログインパスワードを入力し 

ます。
ホットスポットのWeb管理者ページが
表示されます。

詳細については、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をダ
ウンロードするには、 
www.jp.netgear.com/support/ にアクセス
して、[AC797] を検索してください。

https://jp.netgear.com/support/
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NETGEAR Mobileアプリを 
ダウンロードする
NETGEAR Mobileアプリは、 
https://www.netgear.com/mobileapps か
らダウンロードいただけます。 

このアプリを使用すると、ス
マートフォンまたはタブレッ
トからホットスポットの設定
や接続、データ使用状況を確
認できます。 

ホットスポットを 
初期化する
電源ボタンを使用して、ホットスポットを工
場出荷状態に初期化することができます。

1. 電源ボタンを長押しします。シャット
ダウン画面が表示されますが、電源ボ
タンをそのまま押し続けます。

2. 初期化の画面が表示されます。初期化
が開始されるまで、そのまま電源ボタ
ンを押し続けます。

3.  液晶画面の表示に沿って、初期化を完
了させます。

https://www.netgear.com/mobileapps


サポートおよびコミュニティ
不明点がある場合や最新版のダウンロー
ドについては、 
jp.netgear.com/support にアクセスし
てください。 
また、NETGEARコミュニティ 
(community.netgear.com) で役に立つ
アドバイスを提供しています。
EU適合宣言書などの法規制遵守情報について
は、https://jp.netgear.com/about/regulatory を
参照してください。
本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読
みください。

NETGEARのプライバシーポリシーについては、 
https://www.netgear.com/about/privacy-policy 
を参照してください。本製品を使用することによ
り、お客様はNETGEARの利用規約 (https://www.
netgear.com/about/terms-and-conditions) に同
意したものとみなされます。同意されない場合は、
返品期間内に製品を購入元に返品してください。
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