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【Ａ】有線で接続する場合

 

 ◎パソコンを新しくご購入の場合

  新しくご購入

する場合は、特に設定作業は必要ありません。

  インターネットに繋がらない場合のみ、下記手順に沿って

 

 ◎過去に別の

   過去に別のインターネット接続サービスをお使いになられていた場合は、下記手順に

沿って接続設定を行ってください。

 

 

【１】デスクトップ画面左下の「スタートボタン」をクリックし、「設定」をクリック

す。
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インターネット接続

Windows10搭載パソコンを

する場合は、特に設定作業は必要ありません。

インターネットに繋がらない場合のみ、下記手順に沿って

インターネット接続サービスをご利用の場合

過去に別のインターネット接続サービスをお使いになられていた場合は、下記手順に

沿って接続設定を行ってください。 

デスクトップ画面左下の「スタートボタン」をクリックし、「設定」をクリック
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インターネットに繋がらない場合のみ、下記手順に沿って接続設定を行ってください。

ご利用の場合 

過去に別のインターネット接続サービスをお使いになられていた場合は、下記手順に

デスクトップ画面左下の「スタートボタン」をクリックし、「設定」をクリック

インターネット接続設定マニュアル

インターネット接続設定 

ケーブルで
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過去に別のインターネット接続サービスをお使いになられていた場合は、下記手順に
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設定マニュアル

 

ケーブルでONUに接続

設定を行ってください。
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【２】「ネットワークとインターネット」をクリックします。 

 

 
 

【３】「アダプターのオプションを変更する」をクリックします。 

 

 

  



 

【４】「イーサネット」を右クリックし、「プロパティ

 

 

【５】「インターネット

(R)」をクリックします。

 

 

 

「イーサネット」を右クリックし、「プロパティ

「インターネット

」をクリックします。

 

「イーサネット」を右クリックし、「プロパティ

「インターネット プロトコル

」をクリックします。

  

① 

「イーサネット」を右クリックし、「プロパティ

プロトコル バージョン

」をクリックします。 

① 

②
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「イーサネット」を右クリックし、「プロパティ

バージョン 4(TCP/IPv4)

② 

Windows10 インターネット接続

「イーサネット」を右クリックし、「プロパティ(R)」をクリックし

4(TCP/IPv4)

インターネット接続

」をクリックし

4(TCP/IPv4)」をクリックし、「プロパティ

 

② 

インターネット接続設定マニュアル

」をクリックします。 

」をクリックし、「プロパティ

設定マニュアル

 

 

」をクリックし、「プロパティ

設定マニュアル 

   

」をクリックし、「プロパティ



 

 

【６】「IP

る(B)

 

 

【７】「ネットワークとインターネット」をクリックし、「インターネットオプション」をク

リックします。

 

IP アドレスを自動的に取得する

(B)」にチェックを入れて、「

「ネットワークとインターネット」をクリックし、「インターネットオプション」をク

リックします。

①

②

アドレスを自動的に取得する

」にチェックを入れて、「

「ネットワークとインターネット」をクリックし、「インターネットオプション」をク

リックします。 

① 

② 

アドレスを自動的に取得する(O)

」にチェックを入れて、「OK

「ネットワークとインターネット」をクリックし、「インターネットオプション」をク

②
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(O)」と「DNS

OK」をクリックします。

「ネットワークとインターネット」をクリックし、「インターネットオプション」をク

 

③ 

① 

② 

Windows10 インターネット接続

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得す

」をクリックします。

「ネットワークとインターネット」をクリックし、「インターネットオプション」をク

インターネット接続

サーバーのアドレスを自動的に取得す

」をクリックします。 

 

「ネットワークとインターネット」をクリックし、「インターネットオプション」をク

インターネット接続設定マニュアル

サーバーのアドレスを自動的に取得す

「ネットワークとインターネット」をクリックし、「インターネットオプション」をク

 

 

設定マニュアル

サーバーのアドレスを自動的に取得す

「ネットワークとインターネット」をクリックし、「インターネットオプション」をク

設定マニュアル 

   

サーバーのアドレスを自動的に取得す

「ネットワークとインターネット」をクリックし、「インターネットオプション」をク



Windows10 インターネット接続設定マニュアル 

 5 / 8    

【８】「接続」タブをクリックし、「LAN の設定(L)」をクリックします。 

 

 

 

【９】「自動構成スクリプトを使用する(S)」および「LAN にプロキシサーバーを使用する（こ

れらの設定はダイヤルアップまたは VPN 接続には適用されません）(X)」のチェック

を外し、「OK」をクリックします。 

 

 
 

以上で、有線で接続する場合のインターネット接続設定は完了です。 

① 

② 

① 

② 

③ 



 

【Ｂ】無線

 

 ◎設定前に、無線

ットワークキー／

 

【１】デスクトップ画面右下の「無線

   表示されていない場合は、「

 

 

【２】「Wi

   青色で「利用可能」と表示されている場合は【３】へお進みください。

 

 

   無線

されます。

 

無線で接続する場合

設定前に、無線

ットワークキー／

デスクトップ画面右下の「無線

表示されていない場合は、「

Wi-Fi」が灰色の

青色で「利用可能」と表示されている場合は【３】へお進みください。

無線 LAN（Wi

されます。 

 

で接続する場合 

設定前に、無線 LAN（Wi-Fi

ットワークキー／Key／暗証キー／

デスクトップ画面右下の「無線

表示されていない場合は、「

灰色の場合はクリックします。

青色で「利用可能」と表示されている場合は【３】へお進みください。

Wi-Fi）の機能がオンになると、灰色から青色になり「利用可能」と表示

  

Fi）ルータ本体にて

／暗証キー／WPA

デスクトップ画面右下の「無線 LAN

表示されていない場合は、「∧」をクリックすると表示されます。

場合はクリックします。

青色で「利用可能」と表示されている場合は【３】へお進みください。

）の機能がオンになると、灰色から青色になり「利用可能」と表示
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）ルータ本体にて SSID

WPA 暗号キー

LAN アイコン」をクリックします。

∧」をクリックすると表示されます。

場合はクリックします。 

青色で「利用可能」と表示されている場合は【３】へお進みください。

↓ 

）の機能がオンになると、灰色から青色になり「利用可能」と表示

②

Windows10 インターネット接続

SSID（ネットワーク名）やパスワード（ネ

暗号キー など）を確認する必要があります。

アイコン」をクリックします。

∧」をクリックすると表示されます。

 

青色で「利用可能」と表示されている場合は【３】へお進みください。

）の機能がオンになると、灰色から青色になり「利用可能」と表示

① ② 

インターネット接続

（ネットワーク名）やパスワード（ネ

など）を確認する必要があります。

アイコン」をクリックします。

∧」をクリックすると表示されます。

青色で「利用可能」と表示されている場合は【３】へお進みください。

 

）の機能がオンになると、灰色から青色になり「利用可能」と表示

インターネット接続設定マニュアル

（ネットワーク名）やパスワード（ネ

など）を確認する必要があります。

アイコン」をクリックします。 
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青色で「利用可能」と表示されている場合は【３】へお進みください。 
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）の機能がオンになると、灰色から青色になり「利用可能」と表示



 

【３】利用可能なネットワーク一覧が表示されたら接続するネットワーク名（

ックし、

 

 

【４】「ネットワークセキュリティキーの入力」にパスワードを入力して「次へ」をクリッ

クします。

 

①

利用可能なネットワーク一覧が表示されたら接続するネットワーク名（

ックし、「自動的に接続」をチェックして

「ネットワークセキュリティキーの入力」にパスワードを入力して「次へ」をクリッ

クします。 

① 

利用可能なネットワーク一覧が表示されたら接続するネットワーク名（

「自動的に接続」をチェックして

「ネットワークセキュリティキーの入力」にパスワードを入力して「次へ」をクリッ

① 

② 

利用可能なネットワーク一覧が表示されたら接続するネットワーク名（

「自動的に接続」をチェックして

「ネットワークセキュリティキーの入力」にパスワードを入力して「次へ」をクリッ
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利用可能なネットワーク一覧が表示されたら接続するネットワーク名（

「自動的に接続」をチェックして「接続」をクリックします。

   

「ネットワークセキュリティキーの入力」にパスワードを入力して「次へ」をクリッ
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利用可能なネットワーク一覧が表示されたら接続するネットワーク名（
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【５】「接続済み」になっていることを確認します。
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