
インストールガイド

ワイヤレスルーター
RAX80

AX8

6 ルーターにログインするための管理者アカウントの設定と、パスワードを忘れた場
合に使用するセキュリティの質問を入力し、　　　　　　をクリックします。

ルーターを設定する前に、以下の2点を確認してください。
● インターネットサービスプロバイダーとの契約、工事が完了していること。
● インターネット接続に必要な情報が揃っていること。
※ 接続情報については、契約中のインターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。

● 各部の名称とはたらき

● 同梱物の確認

天面

LANケーブル

ACアダプター

背面

テクニカルサポート
本製品の保証期間は3年間です。無償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 フリーコール

携帯電話から

E-mai l

0120-921-080

support@netgear.jp
03-6670-3465NETGEAR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。

ルーターの設定

Webブラウザーを使ったセットアップ

Nighthawkアプリを使ったセットアップ

1 ONUまたはモデムの電源をオフにします。

 ONUまたはモデムにはインターネット接続用のケーブルのみが接続されているこ
とを確認します。

2 ONUまたはモデムの電源をオンにします。

3 LANケーブルでルーターのインターネットポートとONUまたはモデムを接続し
ます。

4 ルーターを電源に接続して、電源ボタンをオンにします。ルーターの起動中は電
源LEDがオレンジ色に点灯し、起動が完了すると白色の点灯になります。

 LEDが点灯しない場合は、ルーターの電源ボタンがオンの状態であるかを確認し
ます。

5 PCやスマートフォンなどの無線LAN子機を、次のいずれかの方法でルーターに
接続します。

LANケーブルを別途ご用意いただく必要があります。LANケーブルで子機をルーター
のLANポートに接続します。

その後、手順　　 へ進みます。

▶ 無線LAN子機がWPSプッシュボタンに対応している場合

 手順　　　　 WPSプッシュボタン方式で接続  へ進みます。

▶ 無線LAN子機がWPSプッシュボタン方式に対応していない場合

 手順　　　　 無線ネットワーク名を選択して接続  へ進みます。

モバイルデバイスのアプリを使ってセットアップを行う場合は、裏面の
　　　　　　　　　　　　　　　　  をご覧ください。

２

無線LAN子機がWPSプッシュボタン方式に対応している場合は、この
手順で設定します。
プッシュボタン方式では、ルーターと無線LAN子機の接続およびセキュリティ設定がボ
タンを押すだけで完了します。

1 ルーターのWPSボタンを5～10秒間押します。WPS LEDが白色に点滅を
開始します。

2 2分以内に、無線LAN子機のWPSボタンを押します。接続が確立すると、
WPS LEDが白色に点灯します。

 手順　　に進みます。

1

２ 2

ルーターは初期状態で無線セキュリティの設定が有効です。本体のラベ
ルに記載されている無線ネットワーク名（SSID）とパスワード（ネットワー
クキー）の情報を確認してください。

これらの設定を変更する場合は新しい接続情報を次の欄にメモしておき、安全な場所に
保管しておいてください。

無線LAN子機のオペレーティングシステムにより、設定手順が異なります。

接続が完了したら、手順　　 に進みます。

※無線LAN子機の無線接続が有効になっていることを事前にご確認ください。

1 手順　　または　　でルーターに接続した子機から、ブラウザーを起動します。

2 次のような画面が表示される場合は、ラジオボタンを選択して　　　　　　
をクリックします。

3 次のような画面が表示される場合は、ラジオボタンでインターネットの設定方法を
選択します。本書では、[はい。] を選択した場合の手順についてご説明します。

  [次へ ] をクリックします。

次の画面にインターネットサービスプロバイダーから提供されるユーザー名と
パスワードを入力し、　　　　　　をクリックします。

固定IPアドレスが検出された場合、インターネットサービスプロバイダーから提供
されるIPアドレスの情報を確認し、必要に応じて設定します。 

ルーターと子機を有線で接続

ルーターと無線LAN子機を無線で接続

ルーターの管理者ページが表示されない場合は、一度ブラウザーを再起動してください。

それでも表示されない場合は「ルーターの工場出荷時の状態」を参照して、ルーターを
工場出荷時の状態に初期化します。

MEMO

DHCP接続が検出された場合

PPPoE接続が検出された場合

裏面に続きます

消灯オレンジ点滅オレンジ点灯白点滅白点灯 3

3

3

1 2

4 次のような画面が表示される場合は、モードの選択方法をラジオボタンで選択し
ます。　  選択のヘルプ は、質問に答えながら最適なモードを選択することができ
ます。　　選択する は、自分でモードを選択することができます。

 　　　　　　をクリックします。 

5 ルーターがインターネットの接続タイプを自動的に選択します。

自動的に設定されます。6に進みます。   ① ③②

④
⑤
⑥ ⑦ ⑧

⑨
⑩

ルーター本体

① LED（左から） 

電源

  電源が入っており、ルーターは動作中です。

     ファームウェアのアップデート中です。

     ルーターに電源が入っていません。

     ルーターはインターネットに接続済みです。

     ルーターはインターネット通信中です。

     インターネットポートにLANケーブルが接続さ
れていません。

     1Gbpsでリンクアップしています。

     1Gbpsで通信中です。

     100Mbps/10Mbpsでリンクアップしています。

     100Mbps/10Mbpsで通信中です。

     ケーブルが未接続です。

     USBポートに機器が接続されています。

     USB接続試行中です。

     USBポートに機器が接続されていないか、USB
機器の安全な取り外しボタンが押されました。

     無線LANがオンになっています。

     無線LANがオフになっています。

     WPS接続が完了しました。

     WPS接続中です。

② 無線LANオン／オフボタン 2秒間押し続けることで、無線LAN機能のオン/オフを
切り替えることができます。

③ WPSボタン  WPS対応子機を接続します。

④ LEDオン／オフスイッチ  天面LEDのオン/オフを切り替えます。

⑤ リセットボタン  工場出荷時の状態に初期化します。

⑥ USB3.0ポート  USBプリンターやUSBストレージデバイスを接続します。

⑦ LANポート1～5  PCなどの有線デバイスをLANケーブルで接続します。
LANポート4と5はリンクアグリゲーションに対応しています。

⑧ インターネットポート  ONUまたはモデムを接続します。

⑨ 電源ボタン  電源をオン/オフにします。  

⑩ 電源ケーブル差し込み口  電源ケーブルを接続します。

WPSボタン

Your Preset Wireless Settings
WiFi Network Name (SSID):

Network Key (Password):

Your Preset Wireless Settings

WiFi Network Name (SSID):

Network Key (Password):

次へ

次へ

次へ

次へ

インターネット

LAN

USB

無線LAN

WPS

1 ケーブルの接続

2 1 WPSプッシュボタン方式で接続

2 2 無線ネットワーク名を選択して接続

ルーターのインターネット接続設定3

ユーザー名 プロバイダーより指定された接続ID（例： username@example.com ）

パスワード プロバイダーより指定されたパスワード

例



PPPoE接続の場合は、次の
ような画面が表示されます。
　　　　　　　　　　から、
［　PPPoE　］をタップします。

7 設定内容を確認し、　　　　　　をクリックします。

8 アプリのインストール画面が表示されます。インストールしない場合は、チェック
ボックスのチェックを外して　　　　　　をクリックします。

ルーターの設定変更

 無線LAN子機を追加で接続する場合は、手順　　を繰り返します。

管理者ページ（NETGEAR genie）にログインすれば、ルーターの設定を変更すること
ができます。

1 ブラウザーを起動し、アドレス欄に「 http://www.routerlogin.net 」と入力します。

2 ダイアログが表示されるので、ユーザー名と手順　　 6 で設定したパスワードを
入力してログインします。ユーザー名は「admin」です。

問題が発生した場合は、以下のヒントを参考にして問題を解決してください。ルーターにつ
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、https://jp.netgear.com/support/  からダウンロード可能です。

無線がつながらない

ブラウザーに http://www.routerlogin.net と入力しても
管理者ページにアクセスできない

以下の手順で、ルーターを工場出荷時の状態に初期化することができます。

1 ルーターの電源が入った状態で、ルーターのリセットボタンを電源LEDがオレンジ
に点滅するまで押し続けます。

2 リセットボタンを離します。ルーターが再起動するまで約1分待ちます。

3 電源LEDが白色に点灯すると初期化は完了です。

● ルーターと無線LAN子機の距離が離れている場合は、近づけてみてください。

● セキュリティソフトをご使用の場合はファイアウォールの機能をいったん無効にしてく
ださい。（セキュリティソフトの詳細は、セキュリティソフトメーカーにご確認ください。）

● ネットワーク名（SSID）とパスワード（ネットワークキー）、セキュリティ設定が正しい
ことを確認します。

● [高度] > [セキュリティ ] > [アクセス制御]画面でアクセス制御を有効にした場合
は、各無線LAN子機のMACアドレスをルーターのアクセスリストに追加する必要が
あります。

インターネットに接続できない

● LANケーブルが正しく接続され、インターネットLEDが白色に点灯していることを
確認してください。

● PPPoE接続の場合、プロバイダーの接続情報が正しく入力されていない可能性が
あります。次の方法で確認します。

① ルーター管理画面 （NETGEAR  genie）から、[高度] > [高度な機能]の順に選択
し、「インターネットポート」の「接続ステータス」ボタンをクリックします。

② IPアドレス欄に「0」以外の数字が入っていることを確認します。IPアドレスが
「0.0.0.0」となっている場合、プロバイダーの情報が正しく入力されていない
可能性があります。

● PCがルーターにLANケーブルまたは無線で接続されていることを確認します。

● 以前のキャッシュが残っている可能性があるため、ブラウザーのキャッシュを消去し
てからアクセスします。

● PCに固定IPアドレスが設定されている場合、ルーターから自動的に取得するよう
変更します。

● ルーターの IPアドレスを入力することでもアクセスが可能です。初期値は
192.168.1.1ですので、この場合は http://192.168.1.1/ と入力します。

©2018 NETGEAR Inc. NETGEAR、NETGEAR ロゴ、Nighthawk、NETGEAR genieは米国およびその他の国にお
けるNETGEAR Inc.の商標または登録商標です。
MacおよびMacロゴは米国およびその他の国におけるApple Inc.の商標です。
その他のブランドおよび製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
記載内容は予告なしに変更されることがあります。
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ルーターの詳細な設定方法については、https://jp.netgear.com/support/ からダ
ウンロード可能なユーザーマニュアルを参照してください。

5 インターネット接続が自動的に
検出されると、次のような画面が
表示されます。

 　　　　　　をタップします。

ルーターの工場出荷時の状態では、各項目は以下の値が設定されています。
工場出荷時の状態

ルーターの工場出荷時の状態

ルーターをアクセスポイントとして使用するには、管理者ページ（NETGEAR genie）から
[高度] > [高度な設定] > [ワイヤレスAP]の順に選択し、画面の指示に従って設定します。
管理者ページ（NETGEAR genie）へのアクセス方法については、「ルーターの設定変更
」の項目をご覧ください。

ルーターをアクセスポイントとして使用

トラブルシューティング

2

3

3 下の図のようなホーム画面が表示されます。各項目から設定の変更ができます。

1 Nighthawkアプリをインストールします。
 App StoreまたはGoogle Playストアで「Nighthawk」と検索してください。

2 サービスの利用規約を確認し、　　　　　　　　　　をタップします。
 　　　　　　　　　　 をタップします。

3 モデムまたはONUを再起動して、　　　　　　をタップします。
 ケーブルを接続した後に、ルーターの電源を入れて　　　　　　をタップします。

6 その後、「WiFiネットワーク名」、「ログインパスワード」、「セキュリティの質問」を
設定します。設定完了後、　　　　　　をタップします。

4 ルーターのWiFiネットワークに接続後、アプリに戻ります。 
 　　　　　　をタップします。

http://www.routerlogin.net

192.168.1.1

255.255.255.0

admin 

セットアップ時に設定

ルーター本体のラベルに記載

ルーター本体のラベルに記載 

 URL

 IPアドレス

管理者ページの情報 サブネットマスク

 ユーザー名

 パスワード

無線ネットワーク名 (SSID) 

パスワード (ネットワークキー) 

次へ

次へ

9 新しいファームウェアを確認します。新しいファームウェアが利用可能な場合は、
画面の指示に従ってダウンロードてきます。

10 ネットギアジャパンのホームページが表示されたら設定は完了です。

Nighthawkアプリを使ったセットアップ

ルーター本体のラベルに無線ネットワーク名 (SSID) と
パスワード (ネットワークキー) が記載されています

7 最新のファームウェアが利用可能
な場合は、アップデートが自動的
に開始されます。

Your Preset Wireless Settings
WiFi Network Name (SSID):

Network Key (Password):

Your Preset Wireless Settings

WiFi Network Name (SSID):

Network Key (Password):

同意する

適用

高度な設定

次へ
次へ

次へ

新規セットアップ

次へ

次へ

プロバイダーから提供される
アカウント名とパスワードを
以下の例を参考に入力して、
　　　　　　　　　　をタッ
プします。

アカウント名 プロバイダーより提供されたID（例: username@example.com）

パスワード プロバイダーより提供されたパスワード

例

インターネット接続が自動的に検出されない場合

8 「セットアップ完了」と表示される
と、ルーターは使用可能な状態と
なります。

 　　　　　　をタップします。終了


