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PA-W500P-B, PA-W500P-W

ご利用の子機から、本商品へ Wi-Fi 接続してください。

Windows 10/8.1/8 の場合

「NECアクセステクニカ株式会社」は、2014年7月1日付けで「NECプラットフォームズ
株式会社」となりました。つきましては、商品ならびに同梱品などに記載されております旧
社名は、新社名に読み替えてご覧いただけますようお願い申し上げます。

技術基準適合認証品

本書は、読んだあとも大切に保管してください。
つなぎかたガイド②

は本商品に添付の「つなぎかたガイド②」を、 ユーザーズマニュアル はサポートデスクに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。（

裏面「本商品の取扱説明書について」）

このたびは Aterm W500P をご利用いただき、まことにありがとうございます。
Aterm W500P（以下、本商品と呼びます。）は、旅行や出張先のホテルなどにある有線 LAN や公衆無線 LAN などに接続してインターネット通信
が利用できる、IEEE802.11ac/n/a/g/b 対応の Wi-Fi ポータブルルータです。
※ 5GHz 帯については、1 ストリームによる IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a の無線 LAN 高速化技術（理論値：最大 433Mbps）を採用。

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。

□ W500P

＜添付品＞
□ AC アダプタ（品番：AL1-004017-***）
□ USB 電源ケーブル（約 50㎝）
□ ETHERNET ケーブル（ストレート／約 50㎝）
□ Wi-Fi 設定シート（シール）

POWER ランプ
ACTIVE ランプ
2.4GHz ランプ
5GHz ランプ
CONVERTER ランプ

本商品の使いかた

□ つなぎかたガイド①（本書）
□ つなぎかたガイド②（別紙）
□ Multi-language manual（別紙）
□ 収納ポーチ

らくらく QR スタート用 QR コード、らくらく「かざして」
スタート用 NFC タグ、Wi-Fi 設定情報などが記載されて
います。

※ 側面と底面に保護シートが貼ってあります。はがしてご利用ください。

子機から本商品に Wi-Fi 接続しよう

次の 3 つの使いかたから選択してください。

Windows 7 の場合

Mac OS（OS X v10.8）の場合

WPS による Wi-Fi 接続方法を説明します。

手動設定による Wi-Fi 接続方法を説明します。

※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してく
ださい。
※ Windows 8.1/8 の場合は、［スタート］画面で［デス
クトップ］を選択してからはじめてください。

※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してく
ださい。

※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してく
ださい。

らくらく QR スタートで Wi-Fi 接続する

らくらく「かざして」スタートで Wi-Fi 接続する

a アップルメニューの［システム環境設定］−
［ネットワーク］アイコンをクリックする

※ ご利用にあたっては、裏面の［Aterm らくらく QR スター
ト /Aterm らくらく「かざして」スタートについて］を参
照してください。

※ ご利用にあたっては、裏面の［Aterm らくらく QR スター
ト /Aterm らくらく「かざして」スタートについて］を参
照してください。

a Playストアなどで［Aterm らくらく QR ス
タート for Android］のアプリを検索して、
インストールする

a Android 端末の NFC 機能を有効にする

a パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効
にする
※ 設定方法は、
パソコンの取扱説明書を参照してください。

b 通知領域（タスクトレイ）に表示されてい
るネットワークアイコンをクリックする

Windows 10

または
Wi-Fiルータなど

Wi-Fi の子機として使う

*+

+]

]

W500P

W500P
Wi-Fiの親機
（無線LANアクセスポイント）

▼

RT 側（初期値）にする

WiFi SPOT 側にする

の
「Wi-Fi の子機としてご利用になる場合」
へお進みください。
つなぎかたガイド②

d「ルーターのボタンを押して接続することも
できます。
」または「ルーターのボタンを押
しても接続できます。
」と表示されたら、本
商品のらくらくスタートボタン（SET ボタ
ン）を長押し（約 6 秒）し、POWER ラン
プが緑点滅したら放す
※「ネットワーク セキュリティキー」は入力不要です。
入力不要

▼

※ 下記の［Aterm らくらく QR スタート］の Web サ
イトにアクセスしてもインストールできます。
（2015 年 12 月現在）

「Aterm らくらく QR
b ホーム画面などから、
スタート」のアイコンをタップする
※ 起動後、
しばらくすると、
カメラビューが表示されます。

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
J52 W52 W53 W56
W52/W53 僕ᒇෆ⏝㝈ᐃ
〇傍ရ傍ྡ 凬 AtermW500P-W/AC 2.4DS/OF4
〇ရᆺ␒ 凬 PA-W500P-W/AC
5V 凬 500mA
〇㐀␒ྕ 凬
刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊
MAC WAN 凬
刊刊:刊刊:刊刊:刊刊:刊刊:刊刊
剞剱剩剄剡剪SSID(2.4G/5G) 凬 aterm-刊刊刊刊刊刊
ᬯྕ儑୍(AES)䢢䢢䢢䢢䢢䢢凬 刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊䣚䣚䣚
䯲ᬯྕ儑୍ึᮇ್僕0 到 9傎a 到 f 僸⏝
RESET

xxxxxxxxxx
xxx-xxxxxxx

c カメラビュー画面で、添付の Wi-Fi 設定シー
トにある［らくらく QR スタート用 QR コー
ド］を読み取る
※ Wi-Fi 設定シートは、下方の貼り付け欄に貼り付けて
おくことができます。

※ 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品裏面
のラベルに記載されています。

かざした際に［Aterm らくらく「かざして」スター
ト for Android］アプリのインストールページが表示
された場合は、表示された内容をよく読んで、アプリ
をインストールしてください。その後、上記を参照し
てかざしてください。

Made in China

WPS（NFC）方式に準拠したアプリがすでにイ
ンストールされている Android 端末をご利用の場
合は、N マークにかざすだけで Wi-Fi 設定が完了
する場合があります。

5GHz/2.4GHz 切替スイッチを

ご利用になる無線動作モード（周波数帯域）に設定する

RT/CNV/WiFi SPOT モード切替スイッチおよび 5GHz/2.4GHz
切替スイッチは、電源を切った状態で切り替えてください。
本商品が動作中にスイッチを切り替えた場合、設定は有効になりませ
ん。その場合は、本商品を再起動する必要があります。

（※） 5.2GHz、5.3GHz 帯の屋外での使用は電波法により禁止されています。屋外では 5.6GHz 帯（5G 側）または 2.4GHz 帯（2G 側）で接続してください。
（5.6GHz 帯で接続するにはクイッ
ク設定 Web での設定が必要です。 ユーザーズマニュアル ）

▼

▼

電源を入れよう

1

外出先などの有線 LAN に接続する場合
本商品の WAN ポートと、ホテルの客室など
にある LAN ポートを ETHERNET ケーブル
で接続する

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
本商品に有線で接続する場合

本商品に Wi-Fi 接続する場合

本商品の WAN ポートとパソコンなどの LAN
ポートを ETHERNET ケーブルで接続する

▼
▼
▼
▼
▼

WANポート

WANポート
ホテルの客室の
LANポートなど

WANランプ

WANランプ

▼

▼

e 本商品の暗号化キーを入力して［OK］を
クリックする
※ 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品裏面
のラベルに記載されています。

AC アダプタから給電する場合
②
①
電源コンセント

電源コネクタ

緑点灯

添付の USB 電源ケーブルを使用します。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ STEP3 へお進みください。

①
②
電源コネクタ

▼

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ STEP4 へお進みください。

▼

下記のようなランプ状態になる

▼

下記のようなランプ状態になる

2.4GHzまたは5GHz

WAN

POWER

2.4GHzまたは5GHz

WAN

緑点灯

緑点灯

緑点灯または緑点滅

緑点灯

橙点灯

緑点灯または緑点滅

▼

Wi-Fi 接続は完了です。

Wi-Fi 接続は完了です。

Wi-Fi 接続は完了です。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ STEP3 へお進みください。

インターネット接続設定画面が表示された場
合は、
［終了］をタップしてください。

インターネット接続設定画面が表示された場
合は、
［終了］をタップしてください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ STEP4 へお進みください。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ STEP3 へお進みください。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ STEP3 へお進みください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ STEP4 へお進みください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ STEP4 へお進みください。

Wi-Fi 設定シート貼り付け欄

Wi-Fi 接続は完了です。
公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ STEP3 へお進みください。
外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ STEP4 へお進みください。

Wi-Fi 設定シート（添付品）は、

ここに貼り付けて保管することができます。

下記のようなランプ状態になる

POWER

STEP2 へお進みください。

c［Wi-Fi 設定実行］をタップする

※暗号化キーは、本商品の裏面に記載されています。

Wi-Fi 接続は完了です。

パソコンから給電する場合

▼

POWER

橙点灯

失敗した場合は、本商品の POWER ランプが約 10
秒間赤点灯または赤点滅します。
再度 a からやり直しても失敗する場合は、d で表
示される画面から、本商品の暗号化キー（ネットワー
ク セキュリティキー、セキュリティ キーまたはパス
フレーズ）
を入力する方法で Wi-Fi 接続してください。

添付の AC アダプタを使用します。

警告

POWER
（約10秒）

下記どちらかの方法で電源のケーブルを接続し、約 35 秒お待ちください。
（いったん POWER、ACTIVE、2.4GHz、5GHz、CONVERTER ランプが緑点灯します。）

e 接続が完了する

● Windows 10 の場合、
「このネットワーク上
の他の PC やデバイスが、この PC を検出で
きるようにしますか？」と表示されたときは、
［はい］をクリックしてください。
● Windows 8.1 の場合、
「このネットワーク上の
PC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターや
TV などのデバイスに自動的に接続しますか？」と
表示されたときは、
［はい］をクリックしてください。
● Windows 8 の場合、PC の共有についての選択画
面が表示されたときは、
［はい、共有をオンにして
デバイスに接続します］をクリックしてください。

e しばらくして、本商品の POWER ランプが
約 10 秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻る

電源のケーブルを接続し、約 35 秒待つ

AC アダプタは、必ず本商品に添付のものを
お使いください。また、本商品に添付の AC
アダプタは、他の製品に使用しないでくだ
さい。火災、感電、故障の原因となります。

e「状況」に「接続済み」と表示される

（画面は Windows 10 の例です。）

Android 端末の NFC リーダー部分の面と Wi-Fi 設定シート
が平行になるように、ゆっくり近づけてかざしてください。
※ NFC リーダー部分については、Android 端末の取扱説
明書などを参照してください。
※ Wi-Fi 設定シートは、下方の貼り付け欄に貼り付けて
おくことができます。
※ 読み取れない場合は、以下をお試しください。
• かざしたまま数秒待つ
• Android 端末を前後左右にずらしたり N マークに
近づけたりする。
• Android 端末をケースやカバーから外す。
• Wi-Fi 設定シートは金属の上に置かない。

Wi-Fi 設定シート

d［接続］をクリックする

2.4GHz 帯で接続したい場合 ‥‥‥‥2.4G 側に切り替えます。
5GHz 帯で接続したい場合（※）‥‥‥‥5G 側に切り替えます。

STEP3 へお進みください。

POWER

2.4GHzまたは5GHz

緑点灯

橙点灯

▼

STEP2 へお進みください。

（N マーク）

に、Android 端末の NFC リーダー部分をかざす

d［設定適用］をタップする

らくらくスタートボタン
（SET ボタン）

▼

b 添付の Wi-Fi 設定シートの

らくらく「かざして」
スタート用 NFC タグ

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
J52 W52 W53 W56
W52/W53 僕ᒇෆ⏝㝈ᐃ
〇傍ရ傍ྡ 凬 AtermW500P-W/AC 2.4DS/OF4
〇ရᆺ␒ 凬 PA-W500P-W/AC
5V 凬 500mA
〇㐀␒ྕ 凬
刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊
MAC WAN 凬
刊刊:刊刊:刊刊:刊刊:刊刊:刊刊
剞剱剩剄剡剪SSID(2.4G/5G) 凬 aterm-刊刊刊刊刊刊
ᬯྕ儑୍(AES)䢢䢢䢢䢢䢢䢢凬 刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊䣚䣚䣚
䯲ᬯྕ儑୍ึᮇ್僕0 到 9傎a 到 f 僸⏝
RESET

NFC 機能を有効にする方法は、Android 端末の取扱説
明書などでご確認ください。
以下は、MEDIAS の場合の例です。機種・バージョン
により異なります。
①［設定］をタップする
②「無線とネットワーク」にある「その他…」をタップする
③「NFC/ おサイフケータイ設定」をタップする
④「Reader/Writer,P2P」にチェックを入れる

Made in China

d「パスワード」に本商品の暗号化キーを入
力して、［接続］をクリックする

Made in China

RESET

Android 端末の場合

http://qr.aterm.jp

※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、
本商品裏面のラベルに記載されています。

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
J52 W52 W53 W56
W52/W53 僕ᒇෆ⏝㝈ᐃ
〇傍ရ傍ྡ 凬 AtermW500P-W/AC 2.4DS/OF4
〇ရᆺ␒ 凬 PA-W500P-W/AC
5V 凬 500mA
〇㐀␒ྕ 凬
刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊
MAC WAN 凬
刊刊:刊刊:刊刊:刊刊:刊刊:刊刊
剞剱剩剄剡剪SSID(2.4G/5G) 凬 aterm-刊刊刊刊刊刊
ᬯྕ儑୍(AES)䢢䢢䢢䢢䢢䢢凬 刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊䣚䣚䣚
䯲ᬯྕ儑୍ึᮇ್僕0 到 9傎a 到 f 僸⏝
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▼

※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、
本商品裏面のラベルに記載されています。

xxxxxxxxxx
xxx-xxxxxxx

79

RT/CNV/WiFi SPOT モード切替スイッチを

b サービスリストから［Wi-Fi］を選択する
c［ネットワーク名］のプルダウンメニューで
本商品のネットワーク名（SSID）を選択す
る

xxxxxxxxxx
xxx-xxxxxxx

イーサネットコンバータとしてご使用いただけます。
ご自宅でご利用の場合は、こちらをお勧めします。

*

▼

b 通知領域（タスクトレイ）に表示されてい
るネットワークアイコンをクリックする

（画面は Windows 10 の例です。）

(5
32:

RT/CNV/WiFi SPOT モード切替スイッチを

※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書を参照してください。

※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、
本商品裏面のラベルに記載されています。

,9(
$&7

W500P

a パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効
にする

c ネットワーク一覧の中から、本商品のネッ
トワーク名（SSID）を選択する

Windows 8.1/8

c ネットワークの一覧の中から、本商品のネッ
トワーク名（SSID）をクリックし、
［接続］
をクリックする

公衆無線LAN

ホテルの客室の
LANポートなど

5GHz 帯に対応していない端末をご利用の場合、
5GHz/2.4GHz 切替スイッチを 5G 側にしていると、
Wi-Fi 接続はできません。その場合は、
5GHz/2.4GHz 切替スイッチを 2.4G 側にしたあと、本商品を再起動して、再度 Wi-Fi 接続してください。

★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

Wi-Fi ポータブルルータとして使う
外出先などの有線 LAN に接続する場合
公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
※公衆無線 LAN サービスのご利用には、別途契約が必要です。

★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

※ 添付の Wi-Fi 設定シートにあるらくらく QR スタート用 QR コード／らくらく
「か
ざして」スタート用 NFC タグには、本商品の初期値の Wi-Fi 設定情報（ネット
ワーク名（SSID）
、暗号化モード、暗号化キー）が含まれています。

外出先などの有線 LAN に接続する場合 は、STEP4 へお進みください。

2

子機から本商品に Wi-Fi 接続しよう（つづき）

★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

3

公衆無線 LAN の設定をしよう

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合のみ

ここでは、公衆無線 LAN に接続する場合の設定について説明します。

iOS 端末（iPad/iPhone など）の場合

ニンテンドー 3DS の場合

らくらく QR スタートで Wi-Fi 接続する

手動で Wi-Fi 接続する

※ ご利用にあたっては、下記の［Aterm らくらく QR スター
ト /Aterm らくらく「かざして」スタートについて］を
参照してください。
※ 以下は、iPhone の iOS7.0 の例です。機種・バージョ
ンにより異なる場合があります。

※ 以下の手順は一例です。機種・バージョンにより異なる
場合があります。

a App Store で［Aterm らくらく QR スター
ト］のアプリを検索して、インストールする

c「Wi-Fi」をオンにして、本商品のプライマ
リ SSID と同じ名前をタップする

※ 下記の［Aterm らくらく QR スタート］の Web サ
イトにアクセスしてもインストールできます。
（2015 年 12 月現在）

※ 本商品の工場出荷時のプライマリ SSID は、本商品
裏面のラベルに記載されています。

a ホーム画面から［設定］をタップする
b［Wi-Fi］をタップする

※ 公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合は、パソ
コンやスマートフォン／タブレット端末などで STEP3
を設定し、STEP4 まで完了してから、以下の手順で
Wi-Fi 接続してください。
※ 事前に、ニンテンドー 3DS の無線（ワイヤレス）機能
が「ON」になっていることをご確認ください。

PlayStation® Vita の場合
a メインメニューの「設定」→「ネットワーク」
を選択する

パソコンまたはスマートフォン／タブレット端末で設定することを推奨します。
公衆無線 LAN サービスのご利用には、別途契約が必要です。
ご契約の接続事業者から届いたログイン ID とパスワードをあらかじめ準備したうえで下記の設定を
してください。

a WWW ブラウザ（Internet Explorer など）のアドレス欄に下記を入力して、クイック設定
Web を起動する
http://aterm.me/

a HOME メニューから［本体設定］を選択し、
［はじめる］をタッチする

※「aterm.me」部分を本商品の IP アドレス（工場出荷時は 192.168.10.1）にして起動することもできます。
※ この段階ではまだインターネットにはつながりませんが、
上記 URL を入力すれば、
クイック設定 Web は起動できます。

b［インターネット設定］をタッチする
c［インターネット接続設定］をタッチする
d［接続先の登録］をタッチする
e［自分で設定する］をタッチする

※ 起動後、しばらくすると、カメラ
ビューが表示されます。

添付の Wi-Fi 設定シー
d カメラビュー画面で、
トにある［らくらく QR スタート用 QR コー
ド］を読み取る

e ご契約の接続先によって次のように設定する

※ 選択できない場合は［Wi-Fi］にチェックを入れたあ
と「らくらく無線スタート」を選択してください。

ワイヤレスゲート／エコネクトをご契約の場合

※ Wi-Fi 設定シートは、表面の貼り付け欄に貼り付け
ておくことができます。
xxxxxxxxxx
xxx-xxxxxxx
IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
J52 W52 W53 W56
W52/W53 僕ᒇෆ⏝㝈ᐃ
〇傍ရ傍ྡ 凬 AtermW500P-W/AC 2.4DS/OF4
〇ရᆺ␒ 凬 PA-W500P-W/AC
5V 凬 500mA
〇㐀␒ྕ 凬
刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊
MAC WAN 凬
刊刊:刊刊:刊刊:刊刊:刊刊:刊刊
剞剱剩剄剡剪SSID(2.4G/5G) 凬 aterm-刊刊刊刊刊刊
ᬯྕ儑୍(AES)䢢䢢䢢䢢䢢䢢凬 刊刊刊刊刊刊刊刊刊刊䣚䣚䣚
䯲ᬯྕ儑୍ึᮇ್僕0 到 9傎a 到 f 僸⏝
RESET

Made in China

f［らくらく無線スタート］をタッチする
d 次の画面が表示されたら、1 分以内に本商
品のらくらくスタートボタン（SET ボタ
ン）を長押し（約 6 秒）して、POWER
ランプが緑点滅になったら放す

外出先などの有線 LAN に接続する場合

※ 数字を入力する時は、
［.?123］ボタンをタップ
すると、数字のキーボードに切り替わります。

POWER

緑点滅

※ ご利用の環境によっては、
「ニンテンドー Wi-Fi
USB コネクタ」は表示されません。

g 次の画面が表示されたら、1 分以内に本商
品のらくらくスタートボタン（SET ボタ
ン）を長押し（約 6 秒）して、POWER
ランプが緑点滅したら放す

e 本 商 品 の POWER ラ ン プ が 橙 点 滅 に 変
わったら、30 秒以内に本商品のらくらく
スタートボタン（SET ボタン）を長押しし、
POWER ランプが橙点灯になったら放す

f［OK］をタップする
POWER

橙点灯

POWER

緑点滅

ステータスバーに下記のアイコンが表示され
たら Wi-Fi 接続は完了です

h 本 商 品 の POWER ラ ン プ が 橙 点 滅 に 変
わったら、30 秒以内に本商品のらくらく
スタートボタン（SET ボタン）を長押しし、
POWER ランプが橙点灯したら放す

f 本 商 品 か ら Wi-Fi 設 定 情 報 が 転 送 さ れ、
Wi-Fi 接続が完了する

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ STEP3 へお進みください。

i［インストール］をタップする
j［完了］−［OK］をタップする

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ STEP4 へお進みください。

（※）「詳細モード」画面の場合は「基本設定」−「接続先設定（公衆無線 LAN）
」

● 本商品の ACTIVE ランプが緑点灯している状態で、インターネットに接続できない
→ 本商品と子機の Wi-Fi 接続が切れている場合があります。その場合は、STEP2 を参照して、
再度、子機から本商品に Wi-Fi 接続してください。
解決しない場合は、本商品を初期化（
てください。

つなぎかたガイド②

の「初期化方法」
）して、最初から設定し直し

② 接続事業者から通知された情報にしたがって「ログイン
ID」、「パスワード」を入力する
設定した公衆無線 LAN アクセスポイントに自動的にログインします。自動的にログインさせない場合は、「自動ログ
イン機能（Web 認証方式）」で［使用する］のチェックを外してください。

その他の公衆無線 LAN サービスをご契約の場合

①「ネットワーク名（SSID）」で「個別設定」を選択する
②「接続先名」に任意の名称を入力する
③ 接続事業者から通知された情報にしたがって「ネッ
トワーク名（SSID）」を入力する
④ 接続事業者から通知された情報にしたがって「暗
号化モード」を選択する
※ WEP を選択した場合は、
「暗号強度」
「指定方法」も選択します。

⑤ 接続事業者から通知された情報にしたがって「暗
号化キー」を入力する
⑥ 接続事業者から通知された情報にしたがって「ロ
グイン ID」、「パスワード」を入力する

以上で、設定は完了です。
さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、 ユーザーズマニュアル を参照してください。

本商品の取扱説明書について
本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。（2015 年 12 月現在）
●つなぎかたガイド①（本書）
基本的な接続パターンを例にして、インター
ネットが使えるようになるまでの接続・設定
手順を説明しています。

●つなぎかたガイド②（別紙）
Wi-Fi の子機としてご利用になる場合の使い
かたの他、本商品をご使用の前に確認してい
ただきたい注意事項、ご使用の際に必要とな
る基本情報、トラブルシューティングを記載
しています。
また、本商品の保証書も記載しています。

● Multi-language manual（別紙）
英語 / 中国語 / 韓国語 / ポルトガル語で、インターネット接続の
ための手順を記載しています。

●ユーザーズマニュアル（Web サイトに掲載）
本商品のさまざまな機能を利用してできることを、わかりやすい
操作・設定手順で説明しています。また、本商品の基本事項につ
いても記載しています。
→ 右記 QR コードまたは下記からご覧ください。
サ ポ ー ト デ ス ク（ http://www.aterm.jp/
support/ ）より［機種名で探す］−［W500P］
−［マニュアル］

※「自動ログイン機能（Web 認証方式）」のチェックを外した場合は、
［設定］をクリック後、手順 h にお進みください。

橙点灯

Wi-Fi 接続は完了です。
→ STEP4 へお進みください。

i 設定が完了したら、接続テストを行うので、
［OK］をタッチする

ホームボタンを押して終了してください。

①「ネットワーク名（SSID）」で、ご契約の公衆無
線 LAN サービスによって次のように選択する

f［設定］をクリックする
POWER

Wi-Fi 接続は完了です。

● 公衆無線 LAN サービスの契約をしていない
→ 公衆無線 LAN サービスをご利用になるにはご契約が必要です。
● 公衆無線 LAN サービスエリアの範囲外で接続している
→ 公衆無線 LAN サービスエリア内で接続してください。（公衆無線 LAN サービスエリア内か
どうかは、飲食店の入り口などに貼ってある公衆無線 LAN サービスのステッカーなどで確
認してください。）
● 公衆無線 LAN モードの設定がされていない
→ 工場出荷状態では、
公衆無線 LAN は設定されていません。左記の STEP3 で設定してください。
● STEP3 で、ログイン ID・パスワードなどを間違えて設定している
→ STEP3 を参照して、ログイン ID・パスワードなどの設定内容を確認し、間違っていたら設
定を変更してください。
● 公衆無線 LAN 機能が有効になっていない
（※）で、
→ クイック設定 Web の「接続先設定（公衆無線 LAN）
」
「適用」欄の「接続する」にチェッ
クを入れてください。

Wi2 300 ／ BB モバイルポイント／ UQ Wi-Fi をご契約の場合

設定した公衆無線 LAN アクセスポイントに自動的にログインします。自動的にログインさせない場合は、「自動ログ
イン機能（Web 認証方式）」で［使用する］のチェックを外してください。

Wi-Fi 接続は完了です。
g［インストール］をタップする
h［インストール］をタップする

公衆無線 LAN に接続する場合

①「プロバイダ選択」で「ワイヤレスゲート」または
「エコネクト」を選択し、［OK］をクリックする
② 接続事業者から通知された情報にしたがって「ログイン
ID」、「パスワード」を入力する

●「BB モバイルポイント」をご契約の場合
→「mobilepoint」を選択してください。
●「Wi2 300」をご契約の場合
→「 W i 2 」「 W i 2 ̲ c l u b 」「 W i 2 p r e m i u m 」
「Wi2premium̲club」「wiﬁ̲square」のいずれか
を選択してください。
●「UQ Wi-Fi」をご契約の場合
→「UQ̲Wi-Fi」を選択してください。

★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

● 本商品の WAN ランプが緑点灯または緑点滅していない
→ 本商品の WAN ポートと、ホテルの客室にある LAN ポートなどを ETHERNET ケーブルで
接続してください。
● ご自宅でインターネット接続する場合は、本商品および本商品が接続している上位のモデムま
たはルータの電源を切り、その後、再度モデムまたはルータの電源を入れてから、本商品の電
源を入れてください。（なお、本商品は PPPoE 接続には対応しておりません。
）
● 外出先でインターネット接続する場合は、本商品が接続している上位のネットワーク環境の提
供者へお問い合わせ願います。
● 本商品の ACTIVE ランプが緑点灯（または橙点灯）している状態で、インターネットに接続できない
→ 本商品と子機の Wi-Fi 接続が切れている場合があります。その場合は、STEP2 を参照して、
再度、子機から本商品に Wi-Fi 接続してください。

設定した公衆無線 LAN アクセスポイントに自動的にログインします。
自動的にログインさせない場合は、
「自動ログイン機能（Web 認証方式）」
で［使用する］のチェックを外してください。

d「パスワード」に、プライマリ SSID の
暗 号 化 キ ー（ 半 角 小 文 字 ） を 入 力 し、
［Join］をタップする

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ STEP3 へお進みください。

※ 公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合は、
パソコンやスマートフォン／タブレット端末など
で STEP3 を設定したあとで、STEP4 へお進み
ください。

g［OK］をクリックする

お問い合わせ

h 接続先が複数ある場合は、手順 c 〜 g を繰り返して設定する

■ ホームページ「サポートデスク」

※「優先度」欄で、接続先の優先順位を設定できます。上から優先度の高い順に並べます。

i［設定］をクリックする
j［後で再起動する］をクリックする
k［詳細モードに切替］をクリックして、詳細モードの画面に切り替える

（2015 年 12 月現在）

【ご注意】 http://www.aterm.jp/support/
サポート情報やダウンロードなど、Aterm
について役立つ情報を掲載しています。
掲載されているお問い合わせ先は、変更されている場合が
また、ご不明な点を Q&A で検索したり、メールで問い合わせたりすることもできます。

あります。
最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの
Aterm の機能、操作、設定に関するお問い合わせや、
「故障かな？」と思われた場合は、こ
ちらへお問い合わせください。
「お問い合わせ・アフターサービス」を参照してください。
ナビダイヤル TEL：

■ Aterm（エーターム）インフォメーションセンター

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ STEP4 へお進みください。
l「メンテナンス」−「管理者パスワードの変更」を選択する

Aterm らくらく QR スタート／ Aterm らくらく「かざして」スタートについて
［Aterm らくらく QR スタート］および［Aterm らくらく「かざして」スタート］は、以
下の機能に対応しているスマートフォン／タブレット端末で、無料でご利用いただけます。
ただし、インターネット接続（LTE 通信や 3G 通信など）のパケット通信料はお客様ご負
担となります。
・インターネット接続（LTE 通信や 3G 通信など）機能
・カメラ機能（［Aterm らくらく QR スタート］の場合）
・NFC 機能（［Aterm らくらく「かざして」スタート］の場合）
利用可能な端末の最新情報は、下記の Web サイトでご確認ください。

j 接続テストが実行される
k 接続テストが成功したら［OK］をタッチする

m 管理者パスワードを「新しいパスワード」と「新し
いパスワード再入力」に入力し、
［設定］をクリック
する
※ 管理者パスワードは、下の控え欄に控えておいてください。
控え欄

n［OK］をクリックする
本商品が再起動します。再起動中は、本商品の電源を切らないでください。

● Aterm らくらく「かざして」スタート
（2015 年 12 月現在）

公衆無線 LAN の設定は完了です。
WWW ブラウザ画面は閉じてください。

http://qr.aterm.jp

インターネットに接続できない場合は

d「設定方法を選択」で「公衆無線 LAN アクセスポイント」
を選択し、［選択］をクリックする
c 画面を下にスライドさせて「らくらく無線
スタート」を選択する

ACTIVE

緑点灯
（または橙点灯）

例：サポートデスクの場合（2015 年 12 月現在） http://www.aterm.jp/support/

［編
c「接続先」欄が「未設定」の行から 1 つを選択し、
集する］をクリックする

c ホ ー ム 画 面 か ら［Aterm ら
くらく QR スタート］のアイ
コンをタップして、
［OK］を
タップする

● Aterm らくらく QR スタート
（2015 年 12 月現在）

b WWW ブラウザ（Internet Explorer など）を起動する
c インターネットのホームページを開く

※「詳細モード」画面の場合は、「基本設定」−「接続先（公衆無線 LAN）」をクリックします。

「機内
b ホーム画面から［設定］をタップし、
モード」をオフに、
「Wi-Fi」をオンにする

インターネットに接続しよう

a ACTIVE ランプが緑点灯（または橙点灯）していることを確認する
ACTIVE ランプが緑点灯（または橙点灯）していない場合は、イン
ターネットに接続できません。下記の「 インターネットに接続
できない場合は」を参照してください。（なお、本商品は PPPoE
接続には対応しておりません。）

b「接続先設定（公衆無線 LAN）」を選択する

b「Wi-Fi 設定」を選択する

http://qr.aterm.jp

e［設定適用］をタップする

Wi-Fi ルータに接続する場合は、 ユーザーズマニュアル を参照してください。

4

http://nfc.setup.aterm.jp

Wi-Fi 接続は完了です。

→ STEP4 へお進みください。

※ 通話料はお客様ご負担です。
※ 上記番号でつながらない場合は「
」をご利用ください。
※ サービス内容などは予告なく変更させていただく場合があります。最新情報はサポートデスクでご確認ください。

＜お問い合わせ受付時間＞（祝日、年末年始、当社の休日、システムメンテナンス時は休ませていただきます。）
午前９時〜午後６時（月〜金曜日）
、
午前９時〜午後５時（土曜日）
、
午前１０時〜午後５時（日曜日）
※
※
※
※

パソコン、テレビ、HDD レコーダなどの設置や設定方法などについては、それぞれのサポートセンターなどにお問い合わせください。
回線接続の条件などについては、各通信事業者またはプロバイダにお問い合わせください。
添付品で不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。
インフォメーションセンターでのサポートは日本語のみとなります。Support by the information center is provided only in Japanese.

【個人情報のお取り扱いについて】
当社では、個人情報保護ポリシーを制定し、お客様の個人情報保護に努めております。お客様からご提供いただく情報に含まれるお客様の個人情報は、お客様への連絡やお
問い合わせにお答えするために取得し、他の目的に利用することはありません。また、お客様の承諾なく第三者へ個人情報を提供することはありません。ただし、業務を委
託するために業務委託先に個人情報を開示する場合があり、その場合には秘密保持条項などを含む契約を締結したうえで委託し、個人情報を適切に管理します。個人情報に
関するお問い合わせやご相談がある場合は、NECプラットフォームズ株式会社 Aterm（エーターム）インフォメーションセンター（ 上記）までお願いいたします。

■ Aterm は、日本電気株式会社の登録商標です。 ■らくらく無線スタート、らくらく QR スタート、らくらく「かざして」スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の
商標または登録商標です。 ■ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ■ Mac OS、OS X、iPad、iPhone は、
米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 ■ 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。 ■ 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。 ■ Android、Playストアは、Google
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