
AirCard  785S   モバイルホットスポット 初期設定ガイド(APN 設定) パソコン版 
 

1 

 

 

AirCard 785 モバイルホットスポット 

初期設定ガイド(APN設定) 

パソコン版 

 
AirCard 785 モバイルホットスポットの初期設定(APN設定)を、 

パソコンから設定する方法をご案内します。 
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ホットスポットの各部名称 
 

電源ボタン 

ナビゲーションボタン 

 

 

 

 ステータス LED 

 

 

 

 

セカンド外部アンテナ 

接続端子 

 

Micro USB ポート  

メイン外部アンテナ
接続端子
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電源とナビゲーションボタン 
目的 操作 

ホットスポットを起動する 電源ボタンを 2 秒間押したままにする。 

ホットスポットを終了する 電源ボタンを 5 秒間押したままにする。 

WiFi信号と液晶ディスプレイ表示を再開する 電源あるいはナビゲーションボタンを短時間押す。 

ホットスポットを初期化する 電源ボタンとナビゲーションボタンを同時に長押しする 

 

液晶ディスプレイ表示 
信号強度 

  

 

 

 

 

アラート表示 

 
接続されている

端末数 

        バッテリー 

 

 

WiFi ネ ッ ト ワ ー ク 名

（SSID）と 
WiFi パスワード 

 
 

データ使用量
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事前準備 

SIMカードをセットする 

1. ホットスポットの上部のくぼみにツメをかけ、バックカバーを取り外します。 

 

2. バッテリーが取り付けられている場合は、次のようにバッテリーを取り出してください。 

 

3. マイクロ SIMカードをくぼみの形に合わせるように挿入口に差し込んでください。 

※詳しい取り付け方は http://www.netgear.jp/support/info/SIM_Tsukehazushi.html 

をご覧ください。 

 

4. バッテリーを取り付けます。バッテリーを図のように、バッテリーの金色の接点がホッ

トスポットの金色の接点に接触するように挿入します。 

http://www.netgear.jp/support/info/SIM_Tsukehazushi.html


AirCard  785S   モバイルホットスポット 初期設定ガイド(APN 設定) パソコン版 
 

 

4 

 

 

5. 電源ボタンを長押しして、ホットスポットの電源を入れます。 

6. 以下の画面が表示されます。SIMカードセット直後は再起動が必要ですので、 

ナビゲーションボタン(ホットスポット上部右ボタン)を押して再起動します。 

 

7. 再起動後は以下のような表示になります。ナビゲーションボタン 

(ホットスポット上部右ボタン)を押して画面を閉じ、次の手順に進みます。 
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Wi-Fiに接続 

1. 初期設定に使用するパソコンを、 

ホットスポットが発するWi-Fiに接続します。 

 

2. ホットスポットWi-Fiの SSIDとパスワードは 

下記のように本体ディスプレイで確認できます。 

ナビゲーションボタンを何度か押すと表示が切り替わります。 

 

 

 

←Wi-Fiの SSID 

←Wi-Fiのパスワード 

 

 

 

3. パソコンのタスクバー右下のWi-Fiマークをクリックし、 

ホットスポットの SSIDを探して接続をクリックします。 
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4. セキュリティー キー欄に、本体ディスプレイに表示されている 

数字のパスワードを入力して OKをクリックします。 

 

5. パソコンとホットスポットの接続が完了しました。 

このままではまだインターネットにつながらないので、 

次の項でWeb管理ページから APN設定をします。 

Web管理ページを起動する 
1. ブ ラ ウ ザ ー を 起 動 し 、 ア ド レ ス バ ー に http://netgear.aircard ま た は 

http://192.168.1.1と入力します。 

※ご利用の端末によっては自動的にWeb管理ページが開く場合があります。 

表示されましたら２．にお進み下さい。 

 

2. Web管理ページに入るための管理者パスワードを入力します 

初期パスワードは passwordです。 

※ホットスポット本体に表示されている数字のパスワード 

（Wi-Fiパスワード）とは異なりますのでご注意ください。 
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初回設定時はAPN設定がされていないので、以下のようなポップアップが出てきます。 

APN設定をクリックしますをクリックします。 

 

ポップアップを閉じてしまった場合は、左側メニューから設定 > ネットワーク >  

APNで APN設定画面に移動してください。 
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次項の APNを設定するに進んでください。 

 

 

管理者初期パスワードは、次の図のようにバッテリーの下に 

貼ってあるラベルの Admin Password 欄でも確認できます。 

 

●SN・・・シリアルナンバー 

●MAC ID・・・MACアドレス 

●Admin Password・・・管理者パスワード 

Web管理ページ・アプリのログイン(サインイン)パスワード 

(初期パスワードは password) 
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●WiFi Name(SSID)・・・Wi-Fiの名前・SSID  

ホットスポットのディスプレイにも表示されます 

●Security Key(WPA2)・・・セキュリティーキー 

Wi-Fiにつなぐためのパスワード 

ホットスポットのディスプレイにも表示されます 

APN設定をする 

1. 左側メニューから設定 > ネットワーク > APNで APN設定画面に移動します。 

 

APN情報を入力します。APN情報は通常 SIMカード提供プロバイダの 

公式ホームページに載っています。 

※APN 情報が不明な場合は SIM カード提供プロバイダへご確認をお願いいたします。

下記の例では OCN モバイル ONE の APN 情報を入力しています。入力したら+ボタ

ンをクリックします。 
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名前・・・任意の名前を入力します。 

※アルファベット又は数字の組み合わせを推奨します。 

APN・・・プロバイダの情報のとおり入力します。 

ユーザー名・・・プロバイダの情報のとおり入力します。 

パスワード・・・プロバイダの情報のとおり入力します。 

認証・・・プロバイダの情報のとおり入力します。PAPや CHAPで設定後 

インターネットにつながらない場合は、認証を PAP or CHAPに変えてみてください。 

PDPタイプ (接続方法)・・・通常は設定する必要はありません。 

PDPローミング・・・通常は設定する必要はありません 

2. 以下のように表示されます。 

 

まだ新しい APN 設定は有効化されていませんので、 
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有効のラジオボタンを選択します。 

 

3. APN有効化は、本体を再起動することで適用されます。 

ホットスポット本体の電源ボタンを長押しして再起動させてください。 

 

以上で初期設定は完了です。 

デバイスからインターネットに接続できるかご確認ください。 

 

ご不明点に関しては以下をご覧ください。 

公式製品ページ > ダウンロードタブ 

モバイルルーター(AC785)サポートページ(FAQ) 

http://www.netgear.jp/support/info/FAQ/aircard_faq.html 

 

http://www.netgear.jp/support/info/FAQ/aircard_faq.html
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