
クイックスタートガイド

ごあいさつ

同梱品一覧

このたびは、Triprouter ( 以下、「本製品」 と表記します ) をお買い上げいただき、誠にあ
りがとうございます。 本製品をご使用前に 『クイックスタートガイド』 ( 以下、「本書」 と表
記します ) をお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも見ら
れるようお手元に大切に保管してください。
本書では、本製品をお使いになるための、主な操作および設定のみ説明しております。
本製品の取扱説明書として、同梱の本書および 『ご利用にあたっての注意事項』、本製品
ホームページで提供の 『Triprouter 取扱説明書』 をご用意しております。 また、本書で
はこれらを総称して 『取扱説明書』 と表記します。
・ 『取扱説明書』 は、本製品ホームページからダウンロードできます。
   http://www.nwcs.co.jp/product/triprouter/support.html

※本製品は、 Speed USB STICK U01( 以下、「Speed USB STICK」 と表記します ) を取
り付けることで、インターネット接続を行います。 Speed USB STICK 本体の取扱説明書
もあわせてお読みください。 Speed USB STICK の取扱説明書として、 Huawei ホーム
ページで提供の 『はじめてガイド』、『ご利用にあたっての注意事項』、『取扱説明書 詳
細版』 をご用意しております。 また、本書ではこれらを総称して 『Speed USB STICK
取扱説明書』 と表記します。
・『Speed USB STICK 取扱説明書』 は、Huawei ホームページからダウンロードできます。
  http://consumer.huawei.com/jp/mobile-broadband/support/manuals/u01-jp.htm

箱の中身をご確認ください。
● Triprouter 本体 ● AC アダプタ

● microUSB ケーブル

● クイックスタートガイド （本書）

● USB コネクタマーキングシール

● ご利用にあたっての注意事項 （保証書付き）

差し込む USB コネクタの向きを間違うと機器を破損する恐れがありますの

で、同梱されている USB コネクタマーキングシールを Speed USB STICK の

USB コネクタ表側に貼付することを推奨いたします。

本製品の電源を入れて充電している状態で、AC アダプタの電源プラグを

電源コンセントから抜くまたは microUSB ケーブルを抜くと、本体が自動的

に再起動しますが、こちらは仕様上正常な動作です。

再起動中は、本製品との無線 LAN （Wi-Fi®） 接続が途切れるため、本体

再起動後、無線 LAN （Wi-Fi®） が自動的に接続するよう、接続先の無線

LAN 端末の設定を変更しておくことを推奨いたします。

1 電源ボタンを約 3 秒間長押しする → POWER ランプが消灯した後、

電源ボタンを離す

・ POWER ランプ消灯時、Wi-Fi ランプは点灯または点滅しています。
・ POWER ランプ消灯後に電源ボタンを離すことで、本製品の電源が完全に
切れ、POWER ランプ / Wi-Fi ランプが共に消灯します。

※インターネット接続によるデータ通信を行うには、本製品に Speed USB STICK

を取り付ける必要があります。

※ネットワークへの接続は、その時点で快適に使えるネットワークを自動的に判

別して接続します。 回線の混雑状況により通信速度が切り替わります。

※充電時にご使用される USB ケーブルおよび本製品、スマートフォン等の状態

により充電時間は異なります。

Triprouter でできること

本製品とパソコンやゲーム機、スマートフォンなどの無線 LAN （Wi-Fi®） に対応

した機器 （以下、無線 LAN 端末と表記します） を接続し、インターネット接続に

よるデータ通信を行います。 詳しくは、本書の 「無線 LAN （Wi-Fi®） で接続す

る」 を参照してください。

■ 無線 LAN（Wi-Fi®）で接続する

本製品の給電用外部接続端子に接続した
モバイル機器を充電できます。
詳しくは、本書の 「他のモバイル機器を充
電する」 を参照してください。

■ 他のモバイル機器を充電する

本体裏面　無線 LAN 初期設定ラベル 無線 LAN 初期設定ラベル保管スペース

■ 無線 LAN初期設定ラベルについて

■ au Micro IC Card（LTE）を取り付ける

ご使用の前に必ず行ってください（Triprouter）

本製品と無線 LAN 端末を接続するには、ネットワーク名 （SSID） と暗号化キー

（パスワード） の入力が必要となります。 お買い上げ時、本製品に設定されて

いるネットワーク名 （SSID） と暗号化キー （パスワード） は、 本体裏面の無線

LAN 初期設定ラベルに記載されています （工場出荷時設定）。 お買い上げ時

および初期化後の本製品と無線 LAN 端末を接続する場合に必要となりますの

で、下の無線 LAN 初期設定ラベル保管スペースに貼付するなど大切に保管し

ていただき、必要なときに参照してください。

無線 LAN 初期設定ラベルを

こちらに貼りつけて、大切に

保管してください。

SSID:
KEY : 
MAC: xxxxxxxxxxxxxx

TPR6AA10XXXXXXX

trxxxxxx
(triprouter)xxxxxx

TPR001W018-160286

■ 付属の ACアダプタで充電する

※ 本体の充電は付属する AC アダプタ以外

は使用しないでください。

本体の充電用外部接続端子に microUSB ケーブルの microUSB コネ

クタを接続する

1 

microUSB ケーブルのもう一方の USB コネクタを AC アダプタに接続

して、 AC アダプタの電源プラグを電源コンセントに接続する

2

充電が終わったら （POWER ランプが緑で点灯） 本製品から microUSB

ケーブルをまっすぐ引き抜く

3

AC アダプタの電源プラグを電源コンセント

から抜く

4

■ パソコンを使って充電する

※ ACアダプタを使用して充電する場合より、
充電時間が長くなることがあります。

本体の充電用外部接続端子に microUSB ケーブルの microUSB コネ

クタを接続する

1

microUSBケーブルのもう一方のUSBコネクタをパソコンのUSBポー

トに接続する

2

充電が終わったら （POWER ランプが緑で点灯）

本製品から microUSB ケーブルをまっすぐ引き抜く

3

電源を入れた状態で電源ボタンを約 20 秒以上長押しすると、本製品

が初期化され、お買い上げ時の状態 （工場出荷時） に戻りますので

お気を付けください。

本製品に Speed USB STICK を取り付ける前に、あらかじめ Speed USB STICK に
au Micro IC Card （LTE） を取り付けてください。

その他 Speed USB STICK の設定については、Huawei ホームページで提供の 『Speed 
USB STICK 取扱説明書』 を参照してください。 

1 背面カバーを矢印の方向にスライドして取り外す

2 au Micro IC Card （LTE） の IC 部分を下にして、矢印の方向に

au Micro IC Card （LTE） を挿入する

※切り欠きの方向にご注意ください。

3 au Micro IC Card （LTE） が奥まで挿入されてい

ることを確認してから、 背面カバーの矢印方向

にスライドして取り付ける

・ 『Speed USB STICK 取扱説明書』 は、Huawei ホームページからダウンロードできます。
　　http://consumer.huawei.com/jp/mobile-broadband/support/manuals/u01-jp.htm

ご使用の前に必ず行ってください（Speed USB STICK） 本製品の電源を切る

USB コネクタマーキングシール貼り付け位置

表側 裏側

■ USB コネクタマーキングシールを貼り付ける
Speed USB STICK の USB コネクタの先端部分は最大

180 度まで回転させて向きを変えることができます。

本製品に Speed USB STICK を取り付ける際、差し込

み向きを間違えないための目印として、USB コネクタ

マーキングシールを同梱しております。

本製品を充電する

例 ) iPhone の場合

1. ホーム画面から 「設定」→「Wi-Fi」 の順に選択→Wi-Fi をオンにする

2 . ホーム画面から 「設定」→「Wi-Fi」 の順に選択→接続を確認をオフにする

本製品の電源を入れる

■ 電源ボタンを約 3 秒間長押しする

POWER ランプ ： 消灯 電源ボタン

Wi-Fi ランプ ： ステータスに応じて点灯･点滅

■ POWER ランプが消灯した後、電源ボタンを離す

POWER ランプ ： 消灯 電源ボタン

Wi-Fi ランプ ： 消灯

正面 背面

LED ステータスランプ

※POWER / Wi-Fi ランプの見方は、本書の 「各部の名称と機能」→「LED ス
テータスランプ表示の見方」 を参照してください。

■ LED ステータスランプ表示の見方

① 電源ボタン
本製品の電源の ON/OFF や
初期化などの操作ができます。

② Speed USB STICK接続端子
Speed USB STICK を取り付けます。

⑤ 給電用外部接続端子
モバイル機器指定の USB ケーブルを
接続します。

⑥ 充電用外部接続端子
microUSB ケーブルを接続します。

③ リセットボタン
本製品の強制再起動を行います。

④ LEDステータスランプ
本製品の状態を示します。

■ 本体ボタンの操作について
電源ボタン

電源OFF 時、約 3秒以上長押しする 電源ON

電源ON 時、約 20秒以上長押しする 初期化※1

各部の名称と機能

⑤ ⑥

※1 お買い上げ時の状態（工場出荷時）に戻りますのでお気を付けください。

※2 本製品の操作ができなくなってしまったときなど、強制的に本製品を再起動

することができます。

③ ④
①

②

電源OFF電源ON 時、約 3秒間長押しして、電源ボタンを離す

本体起動中 緑で短く点滅

初期化中

ソフトウェア更新中

赤で短く点滅

青で短く点滅

バッテリー残量 60 ～ 100％

バッテリー残量 30 ～ 60％

バッテリー残量 0 ～ 30％

充電中 ( バッテリー残量 60 ～ 100％) 緑で点滅

黄色で点滅

赤で点灯

黄色で点灯

緑で点灯

赤で点滅

満充電 緑で点灯

充電中 (バッテリー残量30～60％)

充電中 (バッテリー残量0～30％)

Wi-Fi 接続中

POWERランプWi-Fi ランプ

Wi-Fi 接続待機中

POWER ランプ

Wi-Fi ランプ
緑で点灯

緑で短く点滅

Speed USB STICK 接続端子に、Speed USB STICK 以外のものは接続し

ないでください。 故障の原因となります。

Speed USB STICK LED ステータスランプ表示の見方

起動中

au Micro IC Card (LTE) 未挿入

PIN コード /PIN ロック解除コード要求

赤でごく短く点滅

赤で点滅

スタンバイ状態 赤で点灯

WiMAX2+ 接続中 （電波状態 ： 強） 水色で点灯

WiMAX2+ 接続中 （電波状態 ： 弱） 水色で点滅

LTE 接続中 （電波状態 ： 強） 緑で点灯

LTE 接続中 （電波状態 ： 弱） 緑で点滅

ソフトウェア更新中 緑でごく短く点滅

圏外

1 電源ボタンを約 3 秒以上長押しする
POWER ランプが約 30 秒間緑で短く点滅した後、電源が入ります。
・ 電源が入ると、本製品の POWER / Wi-Fi ランプが順次点灯･点滅します。

■ 電源ボタンを約 3 秒以上長押しする

POWER ランプ ： 緑で短く点滅
電源ボタン

約30秒経過

Wi-Fi ランプ ： 消灯

POWER ランプ ： ステータスに応じて点灯･点滅

電源ボタン

Wi-Fi ランプ ： ステータスに応じて点灯･点滅

動作環境 ( 対応 OS)

■ 対応 OS
Windows10 （32bit/64bit）、 Windows8.1 （32bit/64bit）、 Windows8 （32bit/64bit）、

Windows7 （32bit/64bit）、MacOS X 10.7 ～ 10.12、iOS 6 ～10、Android 4 ～ 6

■ 対応機器
パソコン、iPhone、 iPod touch、 iPad、 iPad mini、 スマートフォン、 ゲーム機など、

IEEE802.11b/g/n の無線 LAN （Wi-Fi®） 規格に対応する機器

本製品がご使用可能な動作環境は、下記の通りです （2017 年1月現在）。

※パソコンに対するサポートや OS のバージョンアップなどのサービスに関するお問い合わせ

は、各パソコンの取扱説明書などをお読みのうえ、各メーカーの定める手順に従ってください。

リセットボタン

リセットボタンを細くて先の丸いもので押す 強制再起動※2



SSID:
KEY : 
MAC: xxxxxxxxxxxxxx

TPR6AA10XXXXXXX

trxxxxxx
(triprouter)xxxxxx

TPR001W018-160286

無線 LAN 初期設定ラベル

SSID:
KEY : 
MAC: xxxxxxxxxxxxxx

TPR6AA10XXXXXXX

trxxxxxx
(triprouter)xxxxxx

Wi-Fi ランプ

Speed USB STICK 取付時に、無線 LAN （Wi-Fi®） 接続した端末の Web ブ

ラウザを使用してSpeed USB STICKの各種機能を設定することができます。

Web設定画面について無線 LAN（Wi-Fi®）で接続する

本製品は、Speed USB STICK を取り付けることで、WiMAX2+ または LTE 方式を

使ったインターネット接続によるデータ通信が行えます。

本製品は、 無線 LAN 端末を最大 8 台まで接続することが可能です。

1 ネットワーク名 （SSID） と暗号化キー （パスワード） を確認する

2 無線 LAN 端末の無線 LAN （Wi-Fi®） 機能をオンにする

• 以降の無線 LAN 端末の詳細な操作や補足事項については、無線 LAN 端

末の取扱説明書などを参照してください。

「スタート」 メニューから 「設定」→「ネットワークとインターネット」 の順に選

択し、Wi-Fi をオンにする

■ Windows 10 の場合

デスクトップ画面の右端からスワイプ （マウスの場合は画面右上をポイント）

し、「設定」→「PC 設定の変更」→「ワイヤレス」 の順に選択→ワイヤレスデ

バイスをオンにする

■ Windows 8 の場合

「スタート」 メニューから 「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」 の順に選択する

■ Windows 7 の場合

アップルメニューから 「システム環境設定 ...」→「ネットワーク」→「Wi-Fi」→

「Wi-Fi を入にする」 の順に選択する

■ Mac の場合

メニューから 「設定」→「Wi-Fi」 の順に選択→Wi-Fi をオンにする
■ スマートフォン /タブレット（一般的な Android 端末）の場合

ホーム画面から 「設定」→「Wi-Fi」 の順に選択→Wi-Fi をオンにする

■ iPhone / iPad / iPod touch の場合

Windows10 の場合 iPhone の場合
スマートフォン

(Android端末) の場合

Windows10 の場合 iPhone の場合
スマートフォン

(Android端末) の場合

Windows10 の場合 iPhone の場合
スマートフォン

(Android端末) の場合

Web 設定画面の 「ネットワーク」→「無線 LAN」 を選択する1

Web 設定画面の一般設定に各種必要情報を入力する2

各種必要情報入力後、「保存＆適用」 を選択する3

■ ネットワーク名（SSID）と暗号化キー（パスワード）を変更する

■ 本製品の接続状況を確認する

【設定可能な暗号化モードおよび暗号キーの桁数】

パソコン / タブレットの場合 スマートフォンの場合

※ 暗号化モードに合わせた桁数で暗号キーを設定してください。

ログインに成功すると、本製品の Web 設定画面が表示されます。

基本的な端末の状態や端末情報を見ることができます。

WPA/WPA2-Mixed PSK 8桁～63桁

WPA2-PSK 8桁～63桁

WPA-PSK 8桁～63桁

暗号化モード 暗号キーの桁数

10 桁 （HEX 64bit） 若しくは 26 桁 (HEX 128bit)

パスワードなし

WEP-Open System

None ( セキュリティ設定なし )

デスクトップ画面の右端からスワイプ （マウスの場合は画面右上をポイント） し、

「設定」→Wi-Fi アイコンの順に選択→Wi-Fi をオンにする

■ Windows 8.1 の場合

3 表示されたネットワーク一覧などから、本製品のネットワーク名
（SSID） を選択する

• 本体裏面の無線 LAN 初期設定ラベルに記載されている(triprouter)xxxxxx

を選択してください。

• 本製品のネットワーク名 （SSID） を工場出荷時設定から変更している場合は、

変更したネットワーク名 （SSID） を選択してください。

4 暗号化キー（パスワード） を入力する

• 本体裏面の無線 LAN 初期設定ラベルに記載されている trxxxxxx を正しく

入力してください。

• 本製品の暗号化キー （パスワード） を工場出荷時設定から変更している場

合は、変更した暗号化キー （パスワード） を入力してください。

• 無線 LAN （Wi-Fi®） 接続のための設定は、本製品と各無線 LAN 端末を初

めて接続するときに行います。 設定済みの無線 LAN 端末は、2 回目以降、

自動的に接続が再開されます。

 （※無線 LAN 端末側で 「自動的に接続する」 や 「設定を保存する」 など

選択されている場合。）

5 接続を確認する

• 本製品が Wi-Fi 接続中 （Wi-Fi ランプが緑で

点灯） になっていることを確認してください。

•  Internet Explorer、Safari、Google Chrome、

Firefox などの Web ブラウザを起動し、イ

ンターネットに接続されることを確認してく

ださい。

※ これらの設定を変更すると、無線 LAN （Wi-Fi®） で本製品に接続できなくな

ることがあります。 接続できなくなった場合は、変更した内容にあわせて無

線 LAN 端末の設定を変更してください。

パソコン / タブレットの場合 スマートフォンの場合

本製品使用時  Speed USB STICK 設定ツールについて

無線 LAN 端末を起動し、本製品と無線 LAN （Wi-Fi®） で接続する1

接続した無線 LAN 端末で Web ブラウザを起動し、アドレス入力欄に

「http://192.168.1.1/」 と入力する

2

本製品に Speed USB STICK を取り付けた状態で、無線 LAN 端

末を起動し、本製品と無線 LAN （Wi-Fi®） で接続する

1

接続した無線 LAN 端末で Web ブラウザを起動し、アドレス入力

欄に 「http://192.168.100.1/」 と入力する

2

ログイン画面が表示される

このログイン画面を、「お気に入りに追加 （ブックマーク）」 や 「ホーム画面に

追加」 しておくことを推奨いたします。 追加方法の詳細については、無線 LAN

端末の取扱説明書または使用ブラウザのヘルプページ等を参照してください。

Internet Explorer の場合

「お気に入りに追加」

iPhone の場合

「ホーム画面に追加」

3

パソコン / タブレットの場合 スマートフォンの場合

ユーザー名、パスワードを入力して、「ログイン」 を選択する
お買い上げ時の Web 設定画面のユーザー名 / パスワードは、

ユーザー名 「root」 / パスワード 「admin」 が設定されています。

4

10 桁 （HEX 64bit） 若しくは 26 桁 (HEX 128bit)WEP-Shared Key

不正アクセスに備えてネットワーク名 （SSID） と暗号化キー （パスワード） を

工場出荷時設定から変更していただくことを推奨いたします。

ネットワーク名 （SSID） と暗号化キー （パスワード） は、本体裏面の無線

LAN 初期設定ラベルに記載されています （工場出荷時設定）。

本製品に無線 LAN （Wi-Fi®） 接続したパソコンなどの Web ブラウザから、本製品

の各種機能を設定、ソフトウェアアップデートを行うことができます。

■ Web 設定画面にログインする

リセットボタン

他のモバイル機器を充電する

本製品の給電用外部接続端子に接続したモバイル機器を充電できます。

本製品の充電とモバイル機器への給電を同時に行うことが可能です。

不具合を解消する ( 強制再起動 /初期化 )

リセットボタンを細くて先の丸いもので押す1

端末がリセットされ、自動的に再起動する2

この際、先がとがったものを使用したり、強い力を加えて 1.5mm 以上の深

さまで挿入物を押し込むことがないようにご注意ください。

電源を入れた状態で、電源ボタンを約 20 秒以上長押しする1

端末が初期化され、自動的に再起動する2

ネットワーク名 （SSID） や暗号化キー （パスワード） などの設定内容をお買い

上げ時の状態 （工場出荷時） に戻すことができます。

■ 本製品を初期化する

故障とお考えになる前に

『取扱説明書』 を参照して設定を行っても、本製品が正しく動作しない場合など、

お困りのときは、以下の項目をお確かめください。

1. 電源ボタンを長押ししていますか。

   電源ボタンを約 3 秒以上長押ししてください。

2.充電はできていますか。

  充電ができていないときは、本製品を充電してください。

■ 電源が入らない

1. 電源ボタンを長押し後、電源ボタンを離していますか。

   電源ボタンを約 3 秒間長押しし、POWER ランプ消灯後、電源ボタンを離し

てください。

■ 電源が切れない

本製品の仕様上、本製品の電源を入れて充電している状態で、AC アダプ

タの電源プラグを電源コンセントから抜くまたは microUSB ケーブルを抜くと、

本体が自動的に再起動します。

再起動中は、本製品との無線 LAN （Wi-Fi®） 接続が途切れるため、本体

再起動後、無線 LAN （Wi-Fi®） が自動的に接続するよう、 接続先の無

線 LAN 端末の設定を変更しておくことを推奨いたします。

例 ) iPhone の場合

1. ホーム画面から 「設定」→「Wi-Fi」 の順に選択→Wi-Fi をオンにする

2. ホーム画面から 「設定」→「Wi-Fi」 の順に選択→接続を確認をオフにする

■ 充電中にUSBケーブルを抜くと端末が再起動する

動作の改善が見られない場合は、本製品の強制再起動および初
期化をお試しください。 いくつかの不具合が解消される可能性が
ございます。

以上を確認しても改善が見られない場合、大変お手数ですが、
本製品販売店および販売店サポートデスクまでご連絡ください。

商標について

• Speed USB STICK U01 は、KDDI 株式会社の登録商標です。

• Microsoft®、Windows®、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の商

標または登録商標です。

• Windows の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。

• Internet Explorer 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。

• Firefox は、米国 Mozilla Foundation 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。

• Google、Android、Google Chrome は、Google Inc. の商標または登録商標です。

• Mac、Macintosh、Safari、 iPhone、iPod、iPod touch、iPad は、米国および他の

国々で登録された Apple Inc. の商標または登録商標です。

• 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。

•  Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi CERTIFIED®、WPATM、WPA2TM とそのロゴは、

   Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。

正常な起動ができない場合や正常に動作しない場合は、リセットボタンを細

くて先の丸いもので押すことで、本製品を強制再起動することができます。

■本製品を強制再起動する

電源ボタン

本製品の給電用外部接続端子に、モバイル機器指定の USB ケー

ブルを接続する

1

モバイル機器にモバイル機器指定の USB ケーブルを接続する2

モバイル機器の使用または充電が終わったら、モバイル機器と本

製品から USB ケーブルを引き抜く

3

※ 最大出力 500ｍA までの電流を供給します。

※ ACアダプタを使用して充電する場合より、充電時間が長くなることがあります。

POWER ランプが約 4 秒間赤で短く点滅した後、 POWER ランプが約 30 秒
間緑で短く点滅します。

本製品を初期化するとご購入後に設定した内容はすべて削除されます。

十分ご注意の上本機能をご利用ください。

再起動後、本製品の POWER / Wi-Fi ランプが順次点灯･点滅します。

再起動後、本製品の POWER / Wi-Fi ランプが順次点灯･点滅します。


