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「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。

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。
下記「本商品の取扱説明書について」
）

つなぎかたガイド②

（

このたびは Aterm W300P をご利用いただき、まことにありがとうございます。
Aterm W300P（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、IEEE802.11n/g/b 対応の
Wi-Fi ポータブルルータです。
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。

箱の中身をチェックしよう
□ W300P

＜添付品＞

子機から本商品に Wi-Fi 接続しよう

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

□ ETHERNET ケーブル
（ストレート／約 50cm）

※ゲーム機をご利用の場合は、裏面「ゲーム機からの Wi-Fi 接続方法」に手順例を記載しています。

Windows 7 の場合

Mac OS（OS X ｖ 10.8）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 QR スタートで Wi-Fi 接続する

手動で 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
トについて」を参照してください。

※ 以下の手順は一例です。また、設定手順は、バージョンに
より変更される場合があります。

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 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

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

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などを参照して
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

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などを参照して
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

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
※ 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。

Android 端末の場合

※ 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）

http://qr.aterm.jp

※本商品には、AC アダプタは添付されておりません。

□ USB 電源ケーブル
（約 50cm）

★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

Windows 10

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

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

「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

※ 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。

※ 起動後、
しばらくすると、
カメラビューが表示されます。

※ 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。

POWERランプ

※ 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）

c「Wi-Fi」 を「 オ ン 」 に し て、 プ ラ イ マ リ
SSID と同じ名前をタップする
※ 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。

http://qr.aterm.jp
［設定］
をタップし、
「機内モー
b ホーム画面から
ド」をオフに、
「Wi-Fi」をオンにする
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
※ 起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されま
す。

ACTIVEランプ

□ つなぎかたガイド①（本書） □ Multi-language manual（別紙）

AIRランプ

c カメラビュー画面で、添付のらくらく QR
スタート用 QR コードを読み取る

□ つなぎかたガイド②（別紙） □ らくらく QR スタート用 QR コード（シール）

※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り
付けスペースに貼り付けておくことができます。

本商品の取扱説明書について

d カメラビュー画面で、添付のらくらく QR
スタート用 QR コードを読み取る

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） ● ユーザーズマニュアル（Web サイトに掲載）

（画面は Windows 10 の例です。）

※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り
付けスペースに貼り付けておくことができます。

→ 右記 QR コードまたは下記から参照してください。
サポートデスク（ http://www.aterm.jp/support/ ）
より［機種名で探す］−［W300P］−［マニュアル］

● つなぎかたガイド②（別紙）
● Multi-language manual（別紙）

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

本商品の使いかた

d［設定適用］をタップする

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

※ 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。

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

ホテルの客室の
LANポートなど

iOS 端末（iPad/iPhone など）の場合

（ Wi-Fiまたは
ルータなど）

W300P

W300P
（ACアダプタから給電する場合）

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。

（パソコンから給電する場合）

e［設定適用］をタップする

※ 数字を入力するときは、
［.?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。

d［接続］をクリックする

入力不要

1

電源を入れよう

らくらく
スタート
ボタン
（SET ボタン）

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

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

本商品の WAN ポートには何も接続しない

WANポート

▼

WANポート

▼

電源のケーブルを接続し、約 30 秒待つ
下記どちらかの方法で電源のケーブルを接続し、約 30 秒お待ちください。
（いったん表面のランプがすべて緑点灯します。）

（画面は Windows 10 の例です。）

● 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

パソコンから給電する場合
添付の USB 電源ケーブルを使用します。

POWER

①

e 接続が完了する

f［OK］をタップする

WANランプ

ホテルの客室の
LANポートなど

e「状況」に「接続済み」と表示される

橙点灯

②

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。

Wi-Fi 接続は完了です。
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。

POWER

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 接続は完了です。

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。

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。
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。

緑点灯

（約10秒）

g［インストール］をタップする

らくらく QR スタート用 QR コード貼り付け欄

AC アダプタから給電する場合
※ 本商品には、AC アダプタは添付されておりません。
※ 当社指定の別売 AC アダプタ（品名：A3V9P1365/ 型番：AL1-003685）または、
動作確認済み AC アダプタをご使
用ください。
→当社指定 AC アダプタの購入方法は、Shop@Aterm（ http://shop.aterm.jp/ ）でご確認ください。
→動作確認情報は、AtermStation（ http://121ware.com/aterm/ ）の［製品一覧から選ぶ］−［W300P］−［仕
様］−［動作確認済み AC アダプタ］を参照してください。（2015 年 12 月現在）

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。
※暗号化キーは、本商品裏面のラベルに記載されています。

②
①
電源コンセント

電源コネクタ

▼

▼

POWER ランプが緑点灯、WAN ランプが
緑点灯または緑点滅する
POWER

POWER ランプが緑点灯する
POWER

緑点灯

緑点灯
WAN

緑点灯または緑点滅

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

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。

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。

添付のらくらく QR スタート用 QR コードは

ここに貼り付けて
保管することができます。

h［インストール］をタップする
i［インストール］をタップする
j［完了］−［OK］をタップする

Wi-Fi 接続は完了です。

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。

ホームボタンを押して終了してください。

※ 添付のらくらく QR スタート用 QR コー
ドには、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。

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 は、STEP4 へお進みください。

3

公衆無線 LAN の設定をしよう

4

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合のみ

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続するには、あらかじめクイック設定 Web で接続先を設定します。一度接続先を設定すれば、公衆無線 LAN サービスエリアまたは Wi-Fi
ルータの接続可能な範囲で、設定した接続先に自動的に接続されます。
※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お勧めします。
※あらかじめクイック設定 Web の「基本設定（かんたんモード）
」で「動作モード」を「ローカルルータ（DHCP 有効）
」（初期値）に設定したうえで、以下の手順をはじめてください。

公衆無線 LAN に接続する場合

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。
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。

接続する Wi-Fi ルータの Wi-Fi 設定情報（SSID・暗号化モード・暗号化キー）が必要です。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 本商品の WAN ポートに ETHERNET ケーブルを接続している場合は、外す

a 本商品の WAN ポートに ETHERNET ケーブルを接続している場合は、外す

b 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/

b 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/

※「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。

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。
）

※「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。

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

ACTIVE

緑点灯（または橙点灯）

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

インターネットに接続できない場合は

※「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。
※「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。

● 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。
● WAN ポートに ETHERNET ケーブルを接続している（WAN ランプが緑点灯または緑点滅している）
→ 公衆無線 LAN モードで使用する際は、WAN ポートには何も接続しないでください。
→ 公衆無線 LAN モードで動作中に WAN ポートに ETHERNET ケーブルを接続した場合、WAN ポートがリンクアップす
ると、装置が再起動して、ローカルルータモードに切り替わります。公衆無線 LAN モードで接続したい場合は、WAN ポー
トには何も接続しないでください。
● 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・パスワードまたはネットワーク名（SSID）、暗号化キーを間違えて設定している
→ STEP3 を参照して、ログイン ID・パスワードまたはネットワーク名（SSID）、暗号化キー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］にチェックが入っているか確認して
ください。

e「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
f ご契約の接続先によって次のように設定する
Wi2 300 ／ BB モバイルポイントをご契約の場合

e「設定方法を選択」で「通常の無線 LAN ア
クセスポイント」を選択し、
［選択］をクリッ
クする
f 接続先の設定をする
①「接続先名」に任意の名称を入力する
②「ネットワーク名（SSID）」で［アクセ
スポイント検索］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
※「自動ログイン機能（Web 認証方式）
」にチェックすると、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、チェックを外してください。

b［Wi-Fi 設定］を選択する

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

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
※ 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。

f［らくらく無線スタート］をタッチする

● 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。

③ 接続したい Wi-Fi ルータのネットワーク
名（SSID）を選択し、
「選択」欄でチェッ
クして、［選択］をクリックする

解決しない場合は、本商品を初期化（

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てください。

POWER

※ Wi-Fi ルータのネットワーク名（SSID）は、Wi-Fi
ルータの取扱説明書などでご確認ください。

緑点滅
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、サポートデスクより本商品の ユーザーズマニュアル を参
照してください。（2015 年 12 月現在）

④「暗号化モード」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

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続 してご利用中に、有線 LAN 接続に切り替えたいときは

※ Wi-Fi ルータの暗号化モードは、Wi-Fi ルータの
取扱説明書などでご確認ください。
※ WEP を選択した場合は、
「暗号強度」、
「指定方法」
も選択します。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続してご利用中に、外出先のホテルなどで有線 LAN 接続に切り替えたいときは、本商品の
WAN ポートと有線 LAN（ホテルの客室などにある LAN ポート）を ETHERNET ケーブルで接続してください。本商品が再起動
して自動的にローカルルータモードに切り替わり、有線 LAN 接続でご利用いただくことができます。
なお、公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータへの接続に戻すときは、本商品の WAN ポートから ETHERNET ケーブルを外し、電源を入れ
直してください。

⑤ 接続したい Wi-Fi ルータの「暗号化キー」
を入力する

※ WEP を選択した場合は、
「暗号強度」「指定方法」
も選択します。

※ Wi-Fi ルータの暗号化キーは、Wi-Fi ルータの取
扱説明書などでご確認ください。

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

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

POWER

Aterm らくらく QR スタートについて

h「適用」欄で、手順 d で編集した接続先の「接
続する」にチェックする

緑点滅

「Aterm らくらく QR スタート」は、インターネット接続（LTE 通信や 3G 通信など）機能およびカメラ機能に対応し
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。
利用可能な端末の最新情報は「Aterm らくらく QR スタート」の Web サイト（下記 URL）でご確認ください。
（2015 年 12 月現在）

※「自動ログイン機能（Web 認証方式）
」にチェックすると、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、チェックを外してください。

g［設定］をクリックする
※「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 i に
お進みください。

h［OK］をクリックする
i「適用」欄で、手順 d で編集した接続先の「接
続する」にチェックする

h 次の画面が表示されたら、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

http://qr.aterm.jp

i 接続先が複数ある場合は、手順 d 〜 h を繰り返して設定する
※「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。
※［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。

k［設定］をクリックする
l［後で再起動する］をクリックする
m［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

j［設定］をクリックする

n「メンテナンス」−「管理者パスワードの変更」を選択する
o 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。

p［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。

（2015 年 12 月現在）

■ ホームページ「サポートデスク」

公衆無線 LAN モードの設定は完了です。

【ご注意】

http://www.aterm.jp/support/

WWW ブラウザ画面は閉じてください。
本商品の AIR ランプが橙点灯または橙点滅します。
AIR

橙点灯または橙点滅

橙点灯
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

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（エーターム）インフォメーションセンター
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

AIR

橙点灯または橙点滅

TEL：

※ 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。

公衆無線 LAN モードの設定は完了です。

POWER

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。
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。

本商品の AIR ランプが橙点灯または橙点滅します。

→ STEP4 へお進みください。

控え欄

お問い合わせ

k［今すぐ再起動する］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。

WWW ブラウザ画面は閉じてください。

→ STEP4 へお進みください。

※ 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。

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

POWER

g［設定］をクリックする

j 接続先が複数ある場合は、手順 d 〜 i を繰り返して設定する

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

（※）
「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）
」

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

a メインメニューの「設定」→［ネットワーク］
を選択する

★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合

●「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
→［Wi2］［Wi2̲club］［Wi2premium］
［Wi2premium̲club］のいずれかを選
択してください。

※ 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、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 HOME メニューから［本体設定］をタッチ
したあと、［はじめる］をタッチする

● 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。

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

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

ニンテンドー 3DS の場合

外出先などの有線 LAN に接続する場合

」を選択する
c「接続先設定（公衆無線 LAN）

」を選択する
c「接続先設定（公衆無線 LAN）

ゲーム機からの Wi-Fi 接続方法

インターネットに接続しよう

■ 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 スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。 ■ 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
Inc. の商標または登録商標です。 ■「PlayStation」および「プレイステーション」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「PS Vita」は同社の商標です。また、
「PlayStation®Vita」は
同社の商品です。©Sony Computer Entertainment Inc. ■ニンテンドー 3DS は任天堂の登録商標または商標です。 ■「QR コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ■その他、各会社名、各製品名
およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。
© NEC Platforms, Ltd. 2013-2015
NECプラットフォームズ株式会社の許可なく複製・改版、および複製物を配布することはできません。

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

橙点灯
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

