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➡    　に進んでください。

ホテル用無線LANルータ
WRH-150xシリーズ

設定手順書① 

手順 1 準備

A Windows 8

LAN ケーブルを、ホテルの客室にある LAN 端
子と本製品のWANポートに接続します。

本製品の特長

※ Windows 8/7/Vista/XP（SP3以降）、Mac 10.6～10.8のみ

USB型
ACアダプタ
（別売）

ホテルの
LAN端子

LANケーブル
（別売）

本製品

USB2.0ケーブル
（同梱）

給電＋
有線通信

給電のみ

パソコンの
USBポート

無線通信

① ホテルの客室にあるLAN端子に接続することで、手
軽にWi-Fiを使うことができる無線LANルータです。

② USB給電に対応しており、その場の環境に合わせ電
源をお選びいただくことができます。

③ 本製品をパソコンのUSBポートに接続した場合、有
線LANアダプタとして通信を行うこともできます。※

1

本製品の電源ジャックに USB ケーブルを接続
し、その後以下のいずれかの方法で電源を取り
ます。

2
ホテルのLAN端子

LANケーブル

本製品の
WANポート

パソコンのUSBポートを使う場合

➡    　に進んでください。
※この時点では、まだ本製品をパソコンに接続しないでください。

USB型ACアダプタを使う場合

※この時点で、本製品をコンセントに挿してください。
4

3

本製品に内蔵されている、有線 LANアダプタの
ドライバをインストールします。

3

本項目は、本製品を初めてパソコンに接続した
ときのみに必要な手順です。

※使用中のアプリケーションはあらかじめ、すべて終了させてくださ
い。また、セキュリティソフトを一時的に無効にしてください。
（詳しい手順は、セキュリティソフトの説明書をご参照ください。）
※管理者権限を持つユーザー上でインストールを行ってください。

Windowsの場合

1 パソコンが完全に起動するのを待って、本製
品をパソコンのUSBポートに接続します。

2「自動再生」画面が自動的に表示されたら、
「Setup.exe の実行」をクリックします。
※8 / 7 / Vista にて、「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ
れた場合、［はい］もしくは［許可］をクリックします。

※XPにて、「新しいハードウェアの検索ウィザート」画面が表示
された場合、［キャンセル］をクリックします。
画面上に「新しいハードウェアが見つかりました」というポップ
アップメッセージが表示された場合は、マイコンピュータから
「Setup」ドライブを開いた上で「Setup（.exe）」をクリックして
インストールを進めます。

▲ 以上でドライバのインストールは終了です。

▲ 以上でドライバのインストールは終了です。

Mac OSの場合

1 画面左上の［アップルメニュー］をクリック
し、［システム環境設定］をクリックします。

2［ネットワーク］をクリックします。

4「インターフェイス」項目で、「USB Network 
Interface」を選択し、［作成］をクリックします。

5「ネットワーク」画面の「適用」をクリックし
て、状況が「状況不明」から「接続済み」になっ
ていることを確認します。

3 画面左下の［＋（追加）］をクリックします。

▲ ▲

ドライバのアンインストール方法は、弊社web上から
ダウンロードできる「詳細説明書」をご覧ください。

本製品のランプの状態が次のようになってい
ることを確認します。

4

① ② ③

※電源を入れてから本状態になるまで、1分ほど掛かります。

手順 2 接続
接続する端末ごとに接続手順を説明します。

1 マウスを画面の右上隅にかざし、チャームバー
を表示して、［設定］をクリックします。

3 ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情
報シート」内に記載されたものと同じ SSID を
選択し［接続］ボタンをクリックします。

4「ルーターのボタンを押しても接続できます。」
のメッセージを確認します。

2 無線のアイコン　　 をクリックします。

<管理画面へのアクセス方法>

※「xxxxxx」には、6桁の0～9、a～fの
ランダムな英数字が入ります。
※「yyyyyyyyyyyyy」には、13桁の
ランダムな数字が入ります。

※メッセージが表示されない場合は、同梱の「設定情報シート」内
の「暗号キー」（13桁）を手入力し、［次へ］をクリックします。

5 本製品の［WPS/Resetボタン］を3秒間ほど長押
ししてから離すと、本製品の「WPS/Resetランプ」
が青色で点滅を始めます。
※［WPS/Reset ボタン］を10秒以上長押しすると、本製品のリ
セット機能が働きます。必ず 9秒以内に手を離してください。

6「PC の共有をオンに ...」の画面が表示された
ら、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続し
ます」をクリックします。
※自動的にWebブラウザが起動した場合は、「アクセスを有効
にする」をクリックします。

▲ 以上で設定は完了です。
ホテルによっては、Webブラウザ（IEなど）による認証作業が必要な場
合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご確
認ください。

※ホテル側に借りるなど
別途、ご用意ください。

ホテル用無線LANルータ
WRH-150x-Gシリーズ

設定手順書①  

① WPS/Resetランプ 消灯
② WANランプ 青色点灯あるいは青色点滅
③ WLANランプ 青色点灯あるいは青色点滅

工場出荷時は無線設定が日本向けになってい
ます。
ご利用前に利用国に合わせて無線設定を変更してください。
設定方法は下記のとおりです。

1 端末のWeb ブラウザ（IE や Safari など）を起
動して、アドレス欄に「http://wrh-150x.setup」
と入力します。

http://wrh-150x.setup

管理画面が表示されます。

ユーザー名 admin

パスワード admin

2 認証画面が表示されたら、ユーザー名とパ
スワードにそれぞれ「admin」、「admin」と
入力します。

3 メニューから［Wireless］をクリックした
後、［Basic Settings］をクリックします。

5 画面の指示に従い、本製品を再起動します。

4［Country Settings］で、使用国を選択し、
［Apply］をクリックします。

詳細は弊社webサイトからダウンロードできる「詳細説明書」をご
覧ください。
http://www.elecom.co.jp/global/download/wi-fi_router.html
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D PS Vita

1

2「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下
さい。」と表示されたら、本製品のWPS ボタン
を押します。

3 本画面が表示されれば、設定は終了です。

E 3DSC スマートフォン/タブレット（iOS/Android）

❶「設定」をタップ

❸ 「WPS」をタップ

→次の画面で「ネットワーク」
　をタップ

❷「Wi-Fi設定」をタップ

※［WPS/Reset ボタン］を10秒以上長押しすると、本製品のリ
セット機能が働きます。必ず 9秒以内に手を離してください。

画面の左上に［無線］アイコン
が表示されれば接続成功です。

1

2「アクセスポイントの WPS ボタンを押して下
さい。」と表示されたら、本製品のWPS ボタン
を押します。

3 本画面が表示されれば、設定は終了です。

※［WPS/Reset ボタン］を10秒以上長押しすると、本製品のリ
セット機能が働きます。必ず 9秒以内に手を離してください。

❶ ［本体設定］をタップ
→次の画面で「インターネット
接続設定」をタップ

❸ ［WPS］をタップ
→次の画面で「プッシュボタン
による接続」をタップ

　

❷［自分で設定する］をタッ
プ

→次の画面で「接続先の登
録」をタップ

• 本書の著作権は、エレコム株式会社が所有しています。
• 本書の内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
• 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
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• Microsoft®、Windows Vista®、Windows® は、米国 Microsoft 社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名 / 社名などは､一般に商標ならびに登録
商標です。
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B Windows 7/Vista/XP
1 画面右下のタスクトレイにある無線 LAN のア
イコンをクリックします。

2 ネットワークの一覧の中から、同梱の「設定情
報シート」内に記載されたものと同じ SSID を
選択し［接続］ボタンをクリックします。

3「ネットワークに接続」画面が表示されたら、
「ルーターのボタンを押すことによっても接
続できます。」のメッセージを確認します。

Windows 7でタスクトレイにアイコンが表示
されていない場合

① 画面右下のタスクトレイにある三角形のアイコンをクリック
② ［カスタマイズ...］をクリック
③ ［タスクバーに全ての通知と設定を表示する］にチェックをつけ、
　［OK］をクリック

<管理画面へのアクセス方法>

※「xxxxxx」には、6桁の0～9、a～fの
ランダムな英数字が入ります。
※「yyyyyyyyyyyyy」には、13桁の
ランダムな数字が入ります。

※メッセージが表示されない場合は、同梱の「設定情報シート」
内の「暗号キー」（13桁）を手入力し、［OK］をクリックします。

4 本製品の［WPS/Reset ボタン］を 3秒間ほど長
押ししてから離すと、本製品の「WPS/Reset
ランプ」が青色で点滅を始めます。

5 しばらくすると、自動的に「ネットワークに接
続」の画面が消えます。

※［WPS/Reset ボタン］を10秒以上長押しすると、本製品のリ
セット機能が働きます。必ず 9秒以内に手を離してください。

▲ 以上で設定は完了です。
ホテルによっては、Webブラウザ（IEなど）による認証作業が必要な
場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方法をご
確認ください。

1 各端末から、AppStore（iOS）または Google 
Play（Android）を開き、［QR link］を検索して
インストールします。

2 各端末のホーム画面から、［QR link］
のアイコンをタップします。

4 画面の指示に従い、最後に［閉じる］ボタン
タップします。

3［QRコード読み取り］をタップし、同梱の「設
定情報シート内」に印刷された QR コードを
読み取ります。

簡単設定アプリ『QR link』（無料）をインストールし、設
定します。
※iOS 端末は、iOS4.0 以降かつカメラ付きモデルに対応。
Andorid 端末は、Ver.2.1 以降かつカメラ付きモデルに対応。
（オートフォーカス機能のあるカメラ搭載端末を推奨します。）
※カメラ非搭載端末や、設定時にアプリがインストールできない端末は
下部の「 AppStoreまたはGoogle Play に接続できない場合」を参
照して、手動による設定を行ってください。

▲ 以上で設定は完了です。
ホテルによっては、Webブラウザ（Safariなど）による認証作業が必
要な場合があります。その場合は、宿泊されているホテルへ認証方
法をご確認ください。

AppStoreまたはGoogle Playに接続できない場合

iOSの場合
① ホーム画面から［設定］をタップします。
② ［Wi-Fi］をタップします。
③ ［Wi-Fi］がオフになっている場合は、オン
にします。

④ 「ネットワークを選択」のリストから、同梱
の「設定情報シート」内に記載されたも
のと同じSSIDを選択し、タップします。

⑤ パスワードの入力画面で、「設定情報
シート」内の暗号キー（13桁）を入力して
［Join］をタップします。
Androidの場合
① ホーム画面から［メニュー］→［設定］を
タップします。

② ［Wi-Fi］をタップします。
③ ［Wi-Fi］がオフになっている場合は、オン
にします。

④ リストから、同梱の「設定情報シート」内
に記載されたものと同じ SSID を選択し、
タップします。

⑤ ［パスワード］に、「設定情報シート」内の
暗号キー（13桁）を入力して［接続］を
タップします。

以下の手順で設定してください。



ホテル用無線LANルータ
WRH-150x-Gシリーズ

設定手順書②  
箱の中身を確認してください

各部の名称とはたらき チャンネル幅の変更方法

□ 無線LANルータ（本製品） 1台

□ USB2.0ケーブル（約30cm） 1本
□ 設定手順書①  1枚
□ 設定手順書② （本紙） 1枚
□ 設定手順書① （中国語（簡体）版） 1枚
□ 設定手順書② （中国語（簡体）版） 1枚
□ 設定手順書① （英語版） 1枚
□ 設定手順書② （英語版） 1枚
□ 外国語版簡易版マニュアル 1枚

□ 各国語版注意書き 1枚
□ 設定情報シート 簡体中文、日本語、英語各1枚

上  面 正  面 裏  面左側面 右側面

底  面

①

②

③
④
⑤

⑥

① 電源ジャック
（microUSB）

USB2.0（microB-A）規格に準拠した
ケーブルを接続します。

② WANポート
（青色）

本製品とホテルのLAN端子を LAN
ケーブルで接続します。

③ WPS/Reset
ランプ（青色）

点灯 リセット機能が起動
点滅 WPS機能が動作中
消灯 通常時

④ WANランプ
（青色）

点灯・点滅 WAN側と接続中
消灯 WAN側と未接続の状態

⑤ WLANランプ
（青色）

点灯・点滅 無線側と接続中
消灯 無線側と未接続の状態

⑥ WPS/Reset
ボタン

約1～ 9秒押すと、WPS機能が起動
10秒以上押すと、リセット機能が起動

管理画面へのアクセス方法
各種設定を変更する管理画面へのアクセス方法を説明
します。

http://wrh-150x.setup

▲ 以上で管理画面が表示されます。

本項目の変更で、無線速度が向上しますが、電
波干渉のリスクが高まります。
初期状態の無線速度にご不満がない場合は、
本項目の変更なく、ご利用ください。

ニンテンドーDSとの接続方法

本項目の変更で、DS（DS Lite/DSi/DSi LL）との
接続が可能となりますが、セキュリティ強度の低
い方式を利用することになります。
DS をお持ちでない方は本項目の変更なく、ご
利用ください。

※設定した2nd SSIDを忘れない様にメモしてください。

※設定した2nd SSIDの暗号キーを忘れない様にメモしてください。

▲ 以上で設定は完了です。

ユーザー名 admin

パスワード admin

1 あらかじめ、「設定手順書①」を参照の上、本製
品と管理画面へアクセスする端末との接続を
完了してください。

2 端末のWebブラウザ（IEや Safari など）を起動
して、アドレス欄に「http://wrh-150x.setup」と
入力します。

3 認証画面が表示されたら、ユーザー名とパス
ワードにそれぞれ「admin」、「admin」と入力し
ます。

1 本紙の「管理画面へのアクセス方法」を参照し
てお使いの端末から管理画面を開きます。

2 メニューから［Wireless］をクリックした後、
［Basic Settings］をクリックします。

3［Channel Width］にある▼マークをクリックし、
40MHzへ変更して［Apply］をクリックします。

4 画面の指示に従い、本製品を再起動します。

▲ 以上で変更は完了です。

1 本紙の「管理画面へのアクセス方法」を参照し
てお使いの端末から管理画面を開きます。

3［Multiple SSID］をクリックします。

2 メニューから［Wireless］をクリックした後、
［Basic Settings］をクリックします。

4［Enable］にチェックをし、SSID 欄にお好みで
半角英数字を最大 32 文字で入力してから、
［Apply］をクリックします。

5 画面が切り替わり、再起動を促す画面が現れ
たら、［後で再起動する］をクリックします。

6 メニューから［Wireless］をクリックした後、
［Encryption］をクリックします。

7［Select SSID］から4で設定した SSID を選択
してから、それぞれ以下を設定後、［Apply］を
クリックします。

Encryption（暗号化） ：WEP
Key Length（キーの長さ） ：128bit
Key Format（キーの種類） ：ASCII
Encryption Key（暗号キー） ：13 文字の英数字

8 画面の指示に従い、本製品を再起動します。

* For users who are not native speakers of Japanese nor simpli�ed Chinese, 
the simple manual is included (in English, traditional Chinese, Korean, and 
German).

* Für Benutzer, deren Muttersprache nicht Japanisch oder vereinfachtes 
Chinesisch ist, ist die Kurzanleitung (in Englisch, traditionellem Chinesisch, 
Koreanisch und Deutsch) im Lieferumfang enthalten.
※本製品針對日文、簡體中文母語者之外的用戶們，附有簡
易的操作手冊。(英文/中文(繁體)/韓國/德語)

※이 제품에는 일본어, 중국어 간체자 이외의 언어가 모국어인 분을 위해 
간단한 매뉴얼이 부속되어 있습니다. (영어, 중국어 번체자, 한국어, 독일어)
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本紙では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用
前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。

この「安全にお使いいただくために」では以下のような表示（マークなど）を使用して、注意事
項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

安全にお使いいただくために

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備
や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込みは考慮され
ていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社
ではいかなる責任も負いかねます。

■表示について

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重
傷を負う危険性がある項目です。警告
この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危
険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。注意

丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵
などで表示されている場合があります。例えば、左図のマークは分解を禁止することを
意味します。

塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸
の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されている場合があります。例え
ば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

万一、異常が発生したとき。
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に
ご相談ください。

警告

異物を入れないでください。
本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してくだ
さい。故障、感電、火災の原因となります。
※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断して
ください。
感電、火災、故障の原因となります。

水気の多い場所での使用、濡れた手での取り扱いはおやめください。
感電・火災の原因となります。

分解しないでください。
ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店
にご相談ください。

注意
通気孔はふさがないでください。過熱による火災、故障の原因となります。

高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用
は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保
管は避けてください。

ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強
い磁界を発生する装置がありますとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用
ください。

■お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です！

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線LANアクセスポイント間で
情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば、自由にLAN接続が可能であるという利点があります。
その反面、電波は、ある範囲内であれば障害物（壁等）を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設
定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる
　悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

　等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される
　悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

　等の行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを
持っていますが、設定や運用方法によっては上記に示したような問題が発生する可能性があります。
したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセス
ポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行って
ください。
なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありますので、ご理解のうえ、ご使
用ください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様自身の判
断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

･ IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報　　･ メールの内容

･ 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）
･ 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
･ 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
･ コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）
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Q1

A1

インターネットに接続できません。
もしくは、認証画面を求められました。
ホテルなどによっては、インターネット利用前に認証が必要です。
ご宿泊のホテルへ認証方法をご確認ください。
また、以下の方法を試したり、確認したりしてください。
①各機器とのLANケーブルが、カチッと各ポートにはまって正しく接
続されているか確認をしてください。
②一度全ての機器の電源を切り、1分程度放置してから本製品→各機
器の順で電源を入れ直してください。
③特定の機器（スマートフォンやパソコンなど）のみインターネットに
接続できない場合は、機器側に問題がある可能性があります。機器
側の説明書などを確認し、正しい設定を行ってください。
④すべての無線機器（スマートフォンやパソコンなど）がインターネ
ットに接続できない場合は、本製品との無線接続が正常に確立し
ていない可能性があります。設定手順書①を参照し、再度設定を試
みてください。

Q2

A2

セキュリティ設定または暗号キーを初期値から変更したため、
設定内容がわかりません。
本製品の設定画面からこれらの内容を確認することができます。
確認方法については、「詳細説明書」の「セキュリティを設定する（無線
の暗号化）」をお読みください。
※「詳細説明書」は、弊社ホームページよりダウンロードできます。

Q3

A3

Webブラウザに「http://wrh-150x.setup」と入力しても「表示
されません」となります。
以下のことを確認してください。
①Wi-Fi（無線LAN）機器の場合は、本製品と機器が正しく無線接続さ
れていることを確認してください。有線LAN機器の場合は、本製品
のLANポートと機器が正しくLANケーブルで接続されていることを
確認してください。
②パソコン側のIPアドレスが固定になっている場合、「自動取得」に変
更してください。
③セキュリティソフトで保護機能を有効にしているか、IEのインター
ネットオプションでセキュリティ設定を「高」に設定していると、接続
できない場合があります。設定を変更してください。

Q4

A4

パソコンの内蔵無線LANを使って、本製品に接続すると、〈資格
情報入力〉画面が表示され、接続できません。
OS標準の無線設定を利用している場合、〈ワイヤレス ネットワークの
プロパティ〉画面の【認証】タブにある「このネットワークでIEEE802.1x
認証を有効にする」のチェックボックスがオンになっている可能性が
あります。オンからオフに変更してください。

Q5

A5

WPSを使用したら、今まで無線LANで接続できていたパソコン
がつながらなくなりました。
今まで使用してきたパソコンの無線アダプタが「WPS」に対応してい
る場合は、WPSを使用して再接続してください。
WPSに対応していない場合は、本製品に接続するすべての無線アダ
プタに対して、WPSを使用せずに、手動による設定を行ってください。

Q7

A7

iOS機器のアプリで設定したプロファイルを削除したい。

ホーム画面の「設定」アプリから「一般」→「プロファイル」と選び、該当
の構成プロファイルを削除してください。

Q6

A6

本製品が使用する無線の電波は、他の無線機器と干渉したりし
ますか。
本製品の無線LAN規格のうち「11n（IEEE802 . 11n）」、「11g
（IEEE802.11g）」および「11b（IEEE802.11b）」については「2.4GHz帯」
を使用しますので、他の2.4GHz帯を使用する無線機器で干渉する可
能性があります。そのため、Bluetooth製品、ワイヤレスマウス/キーボ
ード、電子レンジ等と同時利用する場合、速度低下や無線通信不良の
原因になることがあります。
また、本製品で使用中のチャンネルを3ch以上離して設定しなおすこ
とで、繋がりやすくなる可能性があります。

ファームウェア更新方法

▲ 以上で更新は完了です。

－困ったときにお読みください－

セキュリティ向上のためにも、本製品は常に最新の
ファームウェアでご利用いただくことを推奨します。
※更新作業には、パソコンが必要です。
　スマートフォンやゲーム機などからは作業できません。

1 弊社ホームページの【ダウンロード】から、本製
品の最新ファームウェアを【検索】して、パソ
コンに保存します。

2 本紙の「管理画面へのアクセス方法」を参照し
てお使いの端末から本製品の管理画面を開き
ます。

4［Browse...］をクリックし、1 で解凍した
ファームウェア（拡張子が bin のファイル）を
指定して、［開く］をクリックします。

3 メニューから［Management］をクリックした
後、［Upgrade Firmware］をクリックします。

ダウンロードファイルは圧縮されています。
解凍してからご利用ください。
（OSによっては、解凍作業は不要です。）

5［Upload］をクリックすると、再起動のカウン
トダウンが始まります。完了まで絶対に本製
品の電源を切らないでください。

6 再起動のカウントダウンが終了し、「ステータ
ス」画面に切り替われば、更新完了です。
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・当社は、本製品の使用から生じる特別損害、結果損害、間接損
害、懲罰的損害及び逸失利益を賠償する責任を負いません。

・当社は、本製品を接続する機器に、データ損失、エラー、その
他の問題が起きないことを一切保証しません。

限定責任

http://www.elecom.co.jp/global/
download/utility.html 


