Wi-Fi カードリーダー
MR-WI02BK

詳細マニュアル

このたびは、エレコム Wi-Fi カードリーダー“MR-WI02BK”をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
“MR-WI02BK”は、Wi-Fi 通信に対応したスマートフォン / タブレット端末用の無線カードリーダーです。
また、スマートフォン / タブレット端末の外部ストレージとしても使用できます。
このマニュアルで“MR-WI02BK”の使いかたや「AirStream Pro」「ELECOM 電話帳バックアップ」の操作方法などにつ
いて記載しています。ご使用前に、必ずお読みください。
※このマニュアルでは一部の表記を除いて“MR-WI02BK”を「本製品」と表記しています。
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はじめに
AirStreamPro でできること
本製品からスマートフォン / タブレット端末へ
動画・音楽データの再生

動画データ

動画データ

本製品
Wi-Fi 通信

パソコン

スマートフォン
タブレット端末

SD メモリーカード

写真、文書データなどの閲覧・保存

パソコン

文書データ

本製品

データ

Wi-Fi 通信

SD メモリーカード

スマートフォン
タブレット端末
デジカメ

写真データ

複数端末でのデータ共有（最大同時接続 5 台まで）

写真データ

写真データ

本製品
Wi-Fi 通信

・ ・ ・

写真データ

スマートフォン / タブレット端末

• 通信環境によっては正しく再生できないことがあります。
• 個人で撮影した動画や録音した音楽ファイルの移動およびコピーはできますが、著作権保護法に関わるデータ
の移動およびコピーはできません。

ブリッジモード

無線ルーターなどと Wi-Fi 通信接続し、本製品を経由してインターネットに接続するモードです。
ブリッジモードを有効にすると、本製品を経由して Twitter、Facebook などの SNS にデータをアップロードできます。
Wi-Fi 通信
本製品
ルータ機能内蔵
ブロードバンド
モデム

無線ルーター

Wi-Fi 通信
スマートフォン
タブレット端末
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スマートフォン / タブレット端末から本製品へ
スマートフォンで撮影した動画、写真データなどを SD メモリーカードに保存

動画データ

Wi-Fi 通信

スマートフォン
タブレット端末

写真データ

本製品

• 通信環境によっては正しく再生できないことがあります。
• 個人で撮影した動画や録音した音楽ファイルの移動およびコピーはできますが、著作権保護法に関わるデータ
の移動およびコピーはできません。

ELECOM 電話帳バックアップでできること
スマートフォン / タブレット端末から本製品へ
電話帳データの保存（バックアップ）

• 端末内の電話帳データを SD メモリーカードに保存

電話帳データ
電話帳データ

Wi-Fi 通信

スマートフォン
タブレット端末

本製品

本製品からスマートフォン / タブレット端末へ
電話帳データの書き込み（移行）

• SD メモリーカードに保存した電話帳データを端末に書き込む

電話帳データ

Wi-Fi 通信

電話帳データ

スマートフォン
タブレット端末

本製品
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USB モードでできること
本製品とパソコンを付属の USB ケーブルで接続して、次のことができます。

メモリリーダライタ機能

• 本製品をメモリリーダライタとして使用する

写真データ

デジカメ

写真データ

本製品

SD メモリーカード

USB 接続

パソコン

各部の名称

ブリッジ LED

USB LED

Wi-Fi LED

電源ボタン

リセットスイッチ
SD メモリーカードスロット

USB LED（青色）

USB
［microB］
ポート

点灯： SD カードを認識している

パソコンとの有線接続時に点灯・点滅します。 点滅： データ転送中
消灯： SD カードを認識していない
Wi-Fi LED（白色）

点灯： 本体電源オン / Wi-Fi モードで動作中

スマートフォン・タブレット端末との無線
接続時に点灯・点滅します。
ブリッジ LED（橙色）

点滅： データ転送中
消灯： 本体電源オフ
点灯： ブリッジ接続中

ブリッジ機能使用時に点灯・点滅します。

消灯： ブリッジ切断中

USB LED や Wi-Fi LED が点滅している状態で、SD メモリーカードを SD メモリーカードスロットから取り出さ
ないでください。また、本製品をパソコンから取りはずさないでください。
本製品の故障や、ファイルの破損・消失の原因となります。
主な初期値

SSID
Wi-Fi 用パスワード
管理者用パスワード

本体裏面に記載されています。

例）MR-WI02_XXX

手動で Wi-Fi 接続するときに使用します。
本体裏面に記載されています。

初期値は英数字 8 桁です。

手動で Wi-Fi 接続するときに使用します。
初期値は「admin」です。
データの移動や設定変更のときに使用します。
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SD メモリーカードの挿入方法
対応メディアの最新情報は、弊社 Web サイト（www.elecom.co.jp/）
をご覧ください。
SD メモリーカードスロットに SD メモリーカードを正しい向きでまっすぐ確実に、カチッと音がするまで挿入します。
また、SD メモリーカードを取り出すときも、いったんカチッと音がするまで押し込んでから、取り出してください。

端子面を
下にする
カードの端子面を逆に挿したり、異なるカードを挿した場合には、端子の破損やデータ破損等の原因となります。
miniSD カード、microSD カード、microSDHC カード、microSDXC カードは、変換アダプターを使用して読
み書きが可能です。
SDXC メモリーカードをお使いになるときは ...
®
®
®
Windows 8.1/8、Windows 7、Windows Vista（SP2 以上）では、そのまま読み書きが可能です。
®
Windows Vista は SP2 以上へのアップデートが、必要となります。
®
Windows XP は SP3 以上へのアップデートと更新プログラムのインストールが、必要となります。更新プログ
ラムについては、Microsoft の文書番号 :KB955704 をご覧ください。
Mac OS X の 10.6.5 以降では、「exFAT」形式に対応していますので、10.6.5 以降ではそのまま読み書きが可能
です。
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Wi-Fi モードで使用する
本製品を Wi-Fi モードで使用するには、次の 2 つ専用のアプリをスマートフォン / タブレット端末にインストールする
必要があります。

AirStream Pro
■■

動画・音楽の再生

SD メモリーカードに保存した動画、音楽をスマートフォンで再生する

■■

データの保存

容量の大きい写真、動画などのデータを SD メモリーカードに保存して端末の容量不足を
解消

■■

データの共有

最大 5 台までの同時アクセスによるデータ共有

■■

ブリッジ接続

無線ルータなどと Wi-Fi 通信接続し、本製品を経由してインターネットに接続する

ELECOM 電話帳バックアップ
■■

電話帳データの保存

■■

電話帳データの書き込み SD メモリーカードに保存した電話帳データをスマートフォンに書き込む

スマートフォンの電話帳データを SD メモリーカードに保存

専用アプリを端末にインストールする
データ通信サービスを利用してアプリをダウンロードする場合は、別途パケット通信料が必要になる場合があり
ます。

iOS の場合

Android の場合

1「AirStream

1「AirStream

Pro」の場合は App Store の検索欄
に「airstream pro」と入力します。「ELECOM 電
話帳バックアップ」の場合は App Store の検索欄
に「ELECOM 電話帳バックアップと入力します。

Pro」の場合は GooglePlay の検索
欄に「airstream pro」と入力します。「ELECOM
電話帳バックアップ」の場合は、GooglePlay の
検索欄に
「ELECOM 電話帳バックアップ」と入力
します。

2 AirStream Pro、ELECOM 電話帳バックアップの

2 AirStream Pro、ELECOM 電話帳バックアップの

インストールを完了します。

インストールを完了します。
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本製品の使用手順

1

パソコンに接続して、USB モードで使用している
場合は、電源ボタンを押すと Wi-Fi モードに切り
替わり、Wi-Fi LED が点灯します。

メディアを挿入する

1 SD メモリーカードを SD メモリーカードスロッ
トに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。

4

詳 細 は、6 ペ ー ジ の
「SD メ モ リ ー カ ー ド の 挿 入 方
法」
を参照してください。
本製品をパソコンに接続している場合は、パソコ
ンから取りはずしてください。

2

スマートフォン / タブレット端末の Wi-Fi
を設定する
3

● QR コードかんたんペアリング機能を使う
本製品背面に貼付されている QR コードをアプリ上から
スキャンすることで、接続設定ができる機能です。
アプリは「AirStrean Pro」、「ELECOM 電話帳バッ
クアップ」のどちらか一方を使用します。
両方のアプリから設定する必要はありません。

本製品を外部電源に接続する
本製品にはバッテリーは内蔵していません。
ご使用の際にはモバイルバッテリーまたは AC 充
電器に接続してください。

SSID、パスワードを初期値から変更すると本機能
は使用できなくなります。

1 本製品の USB［microB］ポートに付属の専用 USB

AirStream Pro を使用して設定する場合（例：iOS7.1）

ケーブルの［microB］コネクターを接続します。

1［設定］－［Wi-Fi］の順にタッチし、Wi-Fi 画面で
［Wi-Fi］を「オン」にします。

2［AirStream Pro］アイコンをタッチします。
2 付属の専用 USB ケーブルの［A］コネクタを下記
のいずれかの USB［A］ポートに接続します。

3［カードリーダーと接続する］をタッチします。

モバイルバッテリーを使用する場合

AC 充電器を使用する場合

3

本製品の電源を入れる

4 QR コードを読み取ります。

1 本製品の電源ボタンをオンにします。

QR コードは本製品の裏面に貼付してあります。

Wi-Fi LED が点灯します。

本製品裏面

電源ボタン
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5 画面の指示に従い、最後に［閉じる］をタッチしま

●端末の設定画面から接続する
iOS の場合（例：iOS7.1）

す。

ELECOM 電話帳バックアップを使用して設定する場合
（例：iOS7.1）

1［設定］－［Wi-Fi］の順にタッチし、Wi-Fi 画面で

1［設定］－［Wi-Fi］の順にタッチし、Wi-Fi 画面で

2［ネットワークを選択 ...］から本製品の SSID を選

［Wi-Fi］を「オン」にします。

［Wi-Fi］を「オン」にします。

択します。

2

パスワード入力画面が表示されます。
再起動や初期設定にリセットを実行した場合は、パ
スワード入力画面が表示されません。手順4に進み
ます。

［AirStream Pro］アイコンをタッチします。

3［カードリーダーと接続する］をタッチします。

• SSID（MR-WI02_XXX）の XXX は半角英数字 3 文
字になります。
SSID とパスワードは本製品の背面に貼付してあ
ります。

4［QR コード読み取り］をタッチします。

3 本製品のパスワードを入力し、［接続］をタッチし
ます。

5 QR コードを読み取ります。

QR コードは本製品の裏面に貼付してあります。
本製品裏面

6 画面の指示に従い、最後に［閉じる］をタッチしま
す。
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4 本製品が正しく接続されると、本製品の SSID に

4 本製品が正しく接続されると、本製品に「接続済

チェックマークが付きます。

み」と表示されます。

5 設定画面を閉じます。

5 設定画面を閉じます。

5a

Android の場合（例：Android 4.4.3）

1［設定］－［Wi-Fi］の順にタッチし、Wi-Fi 画面で

AirStream Pro を起動する

操作例：iOS7.1

［Wi-Fi］を「ON」にします。

1［AirStream Pro］アイコンをタッチします。

2 一覧から本製品の SSID を選択します。

パスワード入力画面が表示されます。
再起動や初期設定にリセットを実行した場合は、パ
スワード入力画面が表示されません。手順4に進み
ます。

2 AirStream Pro のメイン画面が表示されます。

• SSID（MR-WI02_XXX）の XXX は半角英数字 3 文
字になります。
SSID とパスワードは本製品の背面に貼付してあ
ります。

3 本製品のパスワードを入力し、［接続］をタッチし
ます。

画面下部に
してください。

と表示されていることを確認
と表示されるいる場合

は、本製品と AirStream Pro が正しく接続されてい
ま せ ん。 再 度 8 ペ ー ジ の「3 ス マ ー ト フ ォ ン / タ
ブレット端末の Wi-Fi を設定する」から操作し直てく
ださい。
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5b

ELECOM 電話帳バックアップを起動する

操作例：iOS7.1

1［ELECOM 電話帳バックアップ］アイコンをタッ
チします。

2 AirStream Pro のメイン画面が表示されます。

画 面 下 部 に「MR-WI02_XXX と 接 続 済 み」と 表 示
さ れ て い る こ と を 確 認 し て く だ さ い。「接 続 し て
い ま せ ん」と 表 示 さ れ て い る 場 合 は、 本 製 品 と
「ELECOM 電話帳バックアップ」が正しく接続されて
い ま せ ん。 再 度 8 ペ ー ジ の「3 ス マ ー ト フ ォ ン /
タブレット端末の Wi-Fi を設定する」から操作し直て
ください。
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AirStream Pro の使いかた -iOS 版
画面について
■■メイン画面
AirStream Pro を起動し、本製品と正しく接続されると、メイン画面が表示されます。
メイン画面の構成は、次のとおりです。
［カメラ］
アイコン
［WiFi ストレージ］
タブ

［マイデバイス］
タブ

［ファイルの種類］
メニュー

［設定］
メニュー
［かんたん接続］
メニュー
ステータスバー

［WiFi ストレージ］タブ

本製品に挿入した SD メモリーカードにアクセスします。タブには本製品の SSID が表示
されます。

［マイデバイス］タブ

スマートフォン / タブレット端末の内部メモリにアクセスします。

［ファイルの種類］メニュー 操作するファイルの種類を選択します。タッチすると、選択した種類のファイル一覧画
面が表示されます。
全ファイル：

•［WiFi ストレージ］タブを選択している場合、SD メモリーカードの
ルートフォルダが表示されす。
•［マイデバイス］タブを選択している場合、最後に操作したファイルの
ファイル一覧画面が表示されます。

ミュージック： 音楽ファイルが表示されます。対応ファイルの拡張子は次のとおりです。
m4a/mp3/wav
•［WiFi ストレージ］タブを選択している場合、「All Music」フォルダを
タッチすると、SD メモリーカードに保存されているすべての音楽ファ
イルが一覧表示されます。
•［マイデバイス］
タブを選択している場合、
「All Music」フォルダをタッ
チすると、スマートフォン / タブレット端末の内部メモリに保存され
ているすべての音楽ファイルが一覧表示されます。

12

［ファイルの種類］メニュー 写真：
（つづき）

写真ファイルが表示されます。対応ファイルの拡張子は次のとおりです。
jpg/jpeg/gif/png/bmp
•［WiFi ストレージ］タブを選択している場合、「All Photos」フォルダ
をタッチすると、SD メモリーカードに保存されているすべての写真
ファイルが一覧表示されます。
•［マイデバイス］タブを選択している場合、「All Photos」フォルダを
タッチすると、スマートフォン / タブレット端末の内部メモリに保存
されているすべての写真ファイルが一覧表示されます。

動画：

動画ファイルが表示されます。対応ファイルの拡張子は次のとおりです。
mov/mp4
•［WiFi ストレージ］タブを選択している場合、「All Videos」フォルダ
をタッチすると、SD メモリーカードに保存されているすべての動画
ファイルが一覧表示されます。
•［マイデバイス］タブを選択している場合、「All Videos」フォルダを
タッチすると、スマートフォン / タブレット端末の内部メモリに保存
されているすべての動画ファイルが一覧表示されます。

ドキュメント： 文書ファイルが表示されます。対応ファイルの拡張子は次のとおりです。
pdf/txt/doc/docx/xls/xlsx/ppt/rtf
•［WiFi ストレージ］
タブを選択している場合、
「All Documents」フォル
ダをタッチすると、SD メモリーカードに保存されているすべての文書
ファイルが一覧表示されます。
•［マイデバイス］タブを選択している場合、「All Documents」フォル
ダをタッチすると、スマートフォン / タブレット端末の内部メモリに
保存されているすべての文書ファイルが一覧表示されます。
アップロードしたファイル： スマートフォン / タブレット端末の内部メモリからアップ
ロードされたファイルが表示されます。
この項目は、［WiFi ストレージ］タブを選択した場合のみ
表示されます。
ダウンロードしたファイル： 本製品に挿入したメディアからダウンロードされたファイ
ルが表示されます。
この項目は、［マイデバイス］タブを選択した場合のみ表示
されます。
［設定］メニュー
ステータスバー
［カメラ］アイコン

本製品の通信や動作について詳細を設定します。
本製品と AirStream Pro の接続状態やメディアの状態が表示されます。
スマートフォン / タブレット端末のカメラを起動します。
撮影した写真や動画を本製品に保存できます。
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■■ファイル一覧画面
［カメラ］
アイコン
［表示形式］
アイコン

［ホーム］
アイコン

［更新］
アイコン
［編集］
アイコン

［戻る］
アイコン

フォルダー名

ファイル一覧

操作メニュー

※
［編集］
アイコンをタッチすると表示されます。

［ホーム］アイコン

メイン画面に戻ります。

［カメラ］アイコン

スマートフォン / タブレット端末のカメラを起動します。
撮影した写真や動画を本製品に挿入したメディアに保存できます。

［表示形式］アイコン

ファイル一覧の表示形式を交互に切り替えます。
詳細表示：

次の内容が表示されます。
サムネイル / 種類アイコン
ファイル名
容量
（KB）
更新日時

サムネイル表示： サムネイル / 種類アイコンが大きく表示されます。

フォルダの場合は、種類アイコンとフォルダ名のみが表示されます。
［更新］アイコン

表示内容を最新の状態に更新します。

［戻る］アイコン

1 つ上の階層のフォルダに移動します。

フォルダ名
［編集］アイコン

選択されているフォルダの名前が表示されます。
ファイルの操作メニューを画面下部に表示します。

ファイル一覧

選択されているフォルダの内容が一覧表示されます。

操作メニュー

ファイルの操作メニューが表示されます。
ファイルの複数選択やフォルダの作成、選択したファイルのダウンロードや削除などが
できます。
ファイルの選択 / 未選択、フォルダの有無によって、表示されるメニューが異なります。
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ファイルの閲覧や再生をする
写真を閲覧したり、音楽を再生したりする場合は、まず保存されている場所のファイルを選択する必要があります。
本製品に挿入した SD メモリーカードに保存されている「Photo02.jpg」を選択する場合を例として説明します。

1［WiFi ストレージ］タブをクリックします。

3 閲覧または再生するファイルをタッチします。

詳細画面が表示され、写真や文書の表示、音楽や動
画の再生が開始されます。

本製品に挿入した SD メモリーカードにアクセスす
る場合は、［WiFi ストレージ］タブをタッチします。
スマートフォン / タブレット端末の内部メモリに
アクセスする場合は、［マイデバイス］タブをタッ
チします。

2［ファイルの種類］メニューで［写真］をタッチしま

フォルダがある場合は、フォルダをタッチすると、
フォルダ内のファイルおよびフォルダが表示され
ます。

4 詳細画面でファイルを操作します。

す。

詳細画面の操作方法は、ファイルの詳細によって異
なります。16 ページの「ファイルを操作する」を参
照してください。

ファイル一覧画面が表示されます。
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ファイルを操作する
■■詳細画面でファイルを操作する
ミュージック

ファイル一覧画面で選択したファイルの再生を開始し、以降のファイルを順に再生します。
フォルダ内の最後の曲まで再生が終わると、ファイル一覧画面に戻ります。
［完了］
ボタン

ファイル名

現在の再生時間

総再生時間

再生時間スライダー

一時停止 / 再生
早戻し

早送り

前の曲

次の曲
音量スライダー

［完了］ボタン

再生を終了し、詳細画面を閉じます。

ファイル名

再生中のファイル名が表示されます。

現在の再生時間

現在の再生時間が表示されます。

再生時間スライダー

現在の再生時間がスライダーで表示されます。再生位置をスライドすると、その位置か
ら続きを再生します。

総再生時間

総再生時間が表示されます。

前の曲

1 つ前のファイルを先頭から再生します。

早戻し

30 秒早戻しします。

一時停止 / 再生

一時停止 / 再生します。

早送り

15 秒早送りします。

次の曲

次のファイルを先頭から再生します。

音量スライダー

音量がスライダーで表示されます。右へスライドすると音量が大きくなり、左へスライ
ドすると音量が小さくなります。
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写真

ファイル一覧画面で選択したファイルを表示します。
［完了］
ボタン

［サブメニュー］
ボタン
ファイル名

写真データ

現在の表示 / 総枚数
前の写真

次の写真

［完了］ボタン

表示を終了し、詳細画面を閉じます。

［サブメニュー］ボタン

サブメニューが表示されます。
ダウンロード：

アップロード：

表示中のファイルを本製品に挿入した SD メモリーカードからスマー

トフォン / タブレット端末の内部メモリーにコピーします。
［ダウンロード］は、本製品に挿入した SD メモリーカードのファイル
を選択している場合のみ表示されます。
表示中のファイルをスマートフォン / タブレット端末の内部メモリー
から本製品に挿入した SD メモリーカードにコピーします。
［アップロード］は、スマートフォン / タブレット端末の内部メモリの
ファイルを選択している場合のみ表示されます。

Mail：

表示中のファイルをメールで利用できます。Mail アプリが起動します。

Facebook：

表示中のファイルを Facebook で利用できます。Facebook に対応
しているアプリがインストールされている場合は、そのアプリが起動
します。

Twitter：

表示中のファイルを Twitter で利用できます。Twitter に対応してい
るアプリがインストールされている場合は、そのアプリが起動します。

ご使用端末のアプリのインストール状況によって、表示される機能が異なります。
詳細説明は、ご使用端末のユーザーズマニュアルやアプリのヘルプなどを確認して
ください。
ファイル名

表示中のファイル名が表示されます。

写真データ

写真データが表示されます。

前の写真

1 つ前のファイルを表示します。

現在の表示 / 総枚数

フォルダ内の先頭からの枚数 / 総枚数が表示されます。

次の写真

次のファイルを表示します。
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動画

ファイル一覧画面で選択したファイルの再生を開始します。再生が終わると、ファイル一覧画面に戻ります。
［完了］
ボタン

ファイル名

現在の再生時間

総再生時間

再生時間スライダー

動画データ

一時停止 / 再生
早戻し

早送り
音量スライダー

［完了］ボタン

再生を終了し、詳細画面を閉じます。

ファイル名

再生中のファイル名が表示されます。

現在の再生時間

現在の再生時間が表示されます。

再生時間スライダー

現在の再生時間がスライダーで表示されます。再生位置をスライドすると、その位置か
ら続きを再生します。

総再生時間

総再生時間が表示されます。

動画データ

動画データが表示さます。

早戻し

30 秒早戻しします。

一時停止 / 再生

一時停止 / 再生します。

早送り

15 秒早送りします。

音量スライダー

音量がスライダーで表示されます。右へスライドすると音量が大きくなり、左へスライ
ドすると音量が小さくなります。
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ドキュメント

ファイル一覧画面で選択したファイルを表示します。
［戻る］
ボタン

［サブメニュー］
ボタン
ファイル名

文書データ

［戻る］ボタン

表示を終了し、詳細画面を閉じます。

［サブメニュー］ボタン

サブメニューが表示されます。ご使用のスマートフォン / タブレット端末によって、表
示されるサブメニューが異なります。
AirDrop（iOS7 のみ）：

表示中のファイルを AirDrop で利用できます。AirDrop
が起動します。

メッセージ（iOS7 のみ）：

表示中のファイルをメッセージで利用できます。メッセー
ジアプリが起動します。

メールで送信：

表示中のファイルをメールで利用できます。Mail アプリ
が起動します。

コピー：

ドキュメントをペーストボードに保存します。

プリント：

表示中のファイルを印刷します。プリンタオプションが
起動します。

ご使用端末のアプリのインストール状況によって、表示される機能が異なります。
詳細説明は、ご使用端末のユーザーズマニュアルやアプリのヘルプなどを確認して
ください。
ファイル名

表示中のファイル名が表示されます。

文書データ

文書データが表示されます。
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■■ファイルをアップロードする
スマートフォン / タブレット端末の内部メモリのファイルを本製品に挿入した SD メモリーカードにコピーします。

1 アップロードするファイルが保存されているフォ

3 操作メニューの［送信］をタッチします。

ルダを表示します。

スマートフォン / タブレット端末の内部メモリから
本製品に挿入したメディアにアップロードされます。

アップロードする場合は、メイン画面で
［マイデバイ
ス］タブをタッチしてください。アップロードは、必
ずスマートフォン / タブレット端末の内部メモリから
になります。

4［OK］をタッチします。
2［編集］アイコンをタッチし、アップロードする
ファイルを選択します。

• 続けてタッチし、複数のファイルを一度に選択すこ
とができます。
• 選択しているファイルを再度タッチすると、選択が
解除されます。
• すべてのファイルを選択する場合は、［すべて］を
タッチします。
• 選択しているすべてのファイルを解除する場合は、
［キャンセル］をタッチします。

これで、ファイルのアップロードは完了です。

写真およびドキュメントは、詳細画面の
［サブメ
ニュー］
ボタンからアップロードすることもできます。
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■■ファイルをダウンロードする
本製品に挿入した SD メモリーカードのファイルをスマートフォン / タブレット端末の内部メモリにコピーします。

1 ダウンロードするファイルが保存されているフォ

3 操作メニューの［ダウンロード］をタッチします。

ルダを表示します。

ダウンロードする場合は、メイン画面で
［WiFi スト
レージ］
タブをタッチしてください。ダウンロードは、
必ず本製品に挿入した SD メモリーカードからにな
ります。

本製品に挿入した SD メモリーカードからスマート
フォン / タブレット端末の内部メモリにダウンロー
ドされます。

4［OK］をタッチします。
2［編集］アイコンをタッチし、ダウンロードする
ファイルを選択します。

• 続けてタッチし、複数のファイルを一度に選択すこ
とができます。
• 選択しているファイルを再度タッチすると、選択が
解除されます。
• すべてのファイルを選択する場合は、［すべて］を
タッチします。
• 選択しているすべてのファイルを解除する場合は、
［キャンセル］をタッチします。

これで、ファイルのダウンロードは完了です。

写真およびドキュメントは、詳細画面の
［サブメ
ニュー］
ボタンからダウンロードすることもできます。
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■■ファイルを削除する
本製品に挿入した SD メモリーカードまたはスマートフォン / タブレット端末の内部メモリのファイルを削除します。

1 削除するファイルが保存されているフォルダを表

3 操作メニューの［削除］をタッチします。

示します。

削除確認メッセージが表示されます。

「全ファイル」
「アップロードされたファイル」
「ダウンロードされたファイル」
のフォルダから
アクセスしてください。それ以外からはファイ
ルの削除はできません。

4［はい］をタッチします。

ファイルの削除が開始されます。削除が完了すると、
メッセージが表示されます。

2［編集］アイコンをタッチし、削除するファイルを
選択します。

• 続けてタッチし、複数のファイルを一度に選択すこ
とができます。
• 選択しているファイルを再度タッチすると、選択が
解除されます。
• すべてのファイルを選択する場合は、［すべて］を
タッチします。
• 選択しているすべてのファイルを解除する場合は、
［キャンセル］をタッチします。

5［OK］をタッチします。

これで、ファイルの削除は完了です。
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■■ファイルを移動する
本製品に挿入した SD メモリーカードまたはスマートフォン / タブレット端末の内部メモリのファイルを別のフォルダに
移動します。

1 移動するファイルが保存されているフォルダを表

3 操作メニューの［移動］をタッチします。

示します。

操作メニューに［貼り付け］が表示されます。

「全ファイル」
「アップロードされたファイル」
「ダウンロードされたファイル」
のフォルダから
アクセスしてください。それ以外からはファイ
ルの削除はできません。

4 移動先のフォルダを表示し、操作メニューの［ペー
スト］をタッチします。

移動が完了すると、メッセージが表示されます。

2［編集］アイコンをタッチし、移動するファイルを
選択します。

• 続けてタッチし、複数のファイルを一度に選択すこ
とができます。
• 選択しているファイルを再度タッチすると、選択が
解除されます。
• すべてのファイルを選択する場合は、［すべて］を
タッチします。
• 選択しているすべてのファイルを解除する場合は、
［キャンセル］をタッチします。

5［OK］をタッチします。

これで、ファイルの移動は完了です。

23

■■ファイル名を変更する
本製品に挿入した SD メモリーカードまたはスマートフォン / タブレット端末の内部メモリのファイルのファイル名を
変更します。

1 ファイル名を変更するファイルが保存されている

3 操作メニューの［名前の変更］をタッチします。

フォルダを表示します。

リネーム画面が表示されます。

「全ファイル」
「アップロードされたファイル」
「ダウンロードされたファイル」
のフォルダから
アクセスしてください。それ以外からはファイ
ルの削除はできません。

操作メニューに表示されていない場合は
「〉
」を
タッチすると表示されます。

4 ファイル名を変更し、［OK］をタッチします。
2［編集］アイコンをタッチし、ファイル名を変更す
るファイルを選択します。

• 選択しているファイルを再度タッチすると、選択が
解除されます。

ファイル名が変更されます。

複数のファイルを選択すると、操作メニューの
［リ
ネーム］
は表示されません。

これで、ファイル名の変更は完了です。

24

■■フォルダを作成する
本製品に挿入した SD メモリーカードまたはスマートフォン / タブレット端末の内部メモリに新しいフォルダを作成しま
す。

1 新しいフォルダを作成するフォルダを表示しま

3 フォルダ名を入力し、［OK］をタッチします。

す。

「全ファイル」
「アップロードされたファイル」
「ダウンロードされたファイル」
のフォルダから
アクセスしてください。それ以外ではフォルダ
の作成はできません。

新しいフォルダが作成されます。

2［編集］アイコンをタッチし、操作メニューの［新
しいフォルダ］をタッチします。

フォルダ名の入力画面が表示されます。

これで、フォルダの作成は完了です。
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設定の変更とその他の機能
■［設定］
■
メニューについて
［設定］メニューでは、本製品の通信や動作について詳細を設定します。

［設定］メニューを表示する

1 メイン画面で［設定］をタッチします。

［設定］メニューでできること

［設定］メニューでは、次のことができます。
• Wi-Fi モードの SSID とパスワードを変更する
• 本製品を経由してインターネットに接続する
• 管理者パスワードを変更する
• 省電力モードを変更する
• ファームウェアバージョンを確認する
• 本製品を再起動する
• 本製品を終了する
• 工場出荷時状態に戻す

管理者パスワード入力画面が表示されます。

2 管理者パスワードを入力し、［ログイン］をタッチ
します。

［設定］メニューが表示されます。

• 管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。
•
にタッチするとパスワードを文字列で表示
します。
• 管理者パスワードを入力すると、AirStream Pro
を初期設定にリセットするか、またはスマート
フォン / タブレット端末を再起動するまで管理者
パスワードは保持されます。
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■■Wi-Fi モードの SSID とパスワードを変更する
SSID とパスワードは、セキュリティ強化のため初期設定から変更してお使いになることをお勧めします。
SSID、パスワードを初期値から変更すると QR コードかんたんペアリング機能
（8 ページ）が使用できなくなり
ます。

1［設定］メニューで［Wi-Fi
します。

3［Wi-Fi パスワードの要求］がオンになっているこ

ネットワーク］
をタッチ

パスワードのみを変更する場合は、手順3に進みます。

とを確認します。

［Wi-Fi パスワードの要求］がオフになっている場合
は、オンにしてください。オフにすると、Wi-Fi 接
続時にパスワードが要求されなくなります。
セキュリティ対策のため、通常はこの設定をオンの
まま使用し、データの安全性を確保してください。

4［Wi-Fi

パスワード ( 最低 8 文字 )］に新しいパス
ワードを入力します。

•［Wi-Fi ネットワーク］には、現在の SSID が表示
されています。
• SSID の 初 期 設 定 は、MR-WI02_XXX（XXX は 半
角英数字 3 文字）になります。
• SSID とパスワードは本製品の背面に貼付してあ
ります。

パスワードは、半角英数字を使用し、8 ～ 63 文字
の範囲で設定してください。

2［Wi-Fi

ネットワーク］の現在の SSID を削除した
あと、新しい SSID を入力します。

SSID は、半角英数字および _（アンダーバー）を使用
し、1 ～ 15 文字の範囲で設定してください。
パスワードを変更しない場合は、手順5に進みます。

にタッチするとパスワードを文字列で表示し
ます。

5［適用］をタッチします。

本製品と AirStream Pro の再起動が実行されます。

27

［削除］をタッチします。

しばらくすると、「接続に失敗しました」と表示され
ます。

［Wi-Fi］をタッチします。

8 AirStream

Pro を終了し、
［設定］－［Wi-Fi］の順
にタッチします。

9 SSID の右側にある
をタッチします。

（iOS7）または

（iOS6）

［ネットワークを選択 ...］から変更した本製品の
SSID を選択します。

パスワード入力画面が表示されます。

［このネットワーク設定を削除］をタッチします。

削除の確認メッセージが表示されます。
［このネットワーク設定を削除］が表示されていない
場合は、［ネットワークに接続］をタッチし、手順
に進みます。

本製品の WiFi LED が点滅していない場合は、電
源ボタンを押して WiFi LED を点滅させてください。
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 本製品のパスワードを入力し、［接続］をタッチし
ます。

本 製 品 が 正 し く 接 続 さ れ る と、 本 製 品 の SSID に
チェックマークが付きます。

 設定画面を閉じます。

これで、SSID および Wi-Fi パスワードの変更は完了
です。
AirStream Pro を起動し、本製品と AirStream Pro
が正しく接続されていることを確認してください。
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■■本製品を経由してインターネットに接続する
本製品のブリッジ機能を利用し、本製品を経由してスマートフォン / タブレット端末をインターネットに接続します。

1［設定］メニューで［インターネットアクセス］を

4 選択したアクセスポイントのネットワークパス

タッチします。

ワードを入力し、 ［OK］をタッチします。

本製品の再起動が実行されます。

2［インターネットアクセス］をオンにします。

•

アクセスポイントの検索が開始され、［ネットワーク
を選択して下さい：］に接続可能なアクセスポイント
の SSID が表示されます。

にタッチするとパスワードを文字列で表示

します。
• アクセスポイントのネットワークパスワードパス
ワードについては、アクセスポイントの取扱説明
書を参照してください。
正しくブリッジモードが有効になると、設定画面が
表示されます。また、本製品のブリッジ LED が橙色
で点灯されます。

3 接続するアクセスポイントをタッチします。

ネットワークパスワードの入力メッセージが表示さ
れます。
•

•

［更新］をタッチすると、アクセスポイントを再
検索します。
（iOS7）または （iOS6）をタッチすると、ア
クセスポイントの詳細が表示されます。
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■■管理者パスワードを変更する

■■省電力モードを変更する

管理者パスワードは、セキュリティ強化のため初期設定
から変更してお使いになることをお勧めします。

省電力モードでは充電池を消費量を抑えることができま
す。
無操作状態になってから省電力モードに切り替わるまで
の時間を設定します。

1［設定］メニューで［管理者パスワード］をタッチし
ます。

1［設定］メニューで［省電力］をタッチします。

管理者パスワードの変更画面が表示されます。

省電力モード設定画面が表示されます。

2 新しい管理者パスワードを入力し、
タッチします。

［OK］を

2 無操作状態になってから省電力モードに切り替わ
るまでの時間をタッチします。

パスワードは、半角英数字を使用し、5 ～ 16 文字
の範囲で設定してください。
管理者パスワードが更新されると、設定画面が表示
されます。

• 初期設定は「5 分」です。
•「しない」を設定した場合は、省電力モードには切
り替わりません。
• 管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。
•
にタッチするとパスワードを文字列で表示

3

します。
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［OK］をタッチします。

正しく設定されると、設定画面が表示されます。

3［OK］をタッチします。

■■ファームウェアバージョンを確認する

正しく再起動されると、設定画面が表示されます。

［ファームウェアバージョン］
で確認できます。

■■本製品を終了する
本製品の電源をオフにします。

1［設定］メニューで［シャットダウン］をタッチしま
す。

■■本製品を再起動する

シャットダウンの確認メッセージが表示されます。

本製品と AirStream Pro を再起動します。

1［設定］メニューで［再起動］をタッチします。
再起動の確認メッセージが表示されます。

2［シャットダウン］をタッチします。
2［再起動］をタッチします。
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3［OK］をタッチします。

2［リセット］をタッチします。

正しく再起動されると、設定画面が表示されます。

しばらくすると、「接続に失敗しました」と表示され
ます。

本製品の電源がオフになり、AirStream Pro のメイ
ン画面が表示されます。
本製品から USB ケーブルを取り外して電源供給を
断ってから、再度 USB ケーブルを接続して本製品へ
の電源供給を開始します。
AirStream Pro を使用する場合は、AirStream Pro
をいったん終了し、再度本製品と AirStream Pro を
接続してから AirStream Pro を起動してください。
詳 細 は、8 ペ ー ジ の「本 製 品 の 使 用 手 順」を 参 照 し
てください。

■■工場出荷時状態に戻す

AirStream Pro を使用する場合は、AirStream Pro
をいったん終了し、再度本製品と AirStream Pro を
接続してから AirStream Pro を起動してください。
詳 細 は、8 ペ ー ジ の「本 製 品 の 使 用 手 順」を 参 照 し
てください。

本製品と AirStream Pro の設定を工場出荷時の設定に戻
します。

1［設定］メニューで［工場出荷時の設定へ戻す］を
タッチします。

リセットの確認メッセージが表示されます。
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ELECOM 電話帳バックアップの使いかた -iOS 版
本製品を Wi-Fi モードで使用し、電話帳データのバックアップ / 読み込みをするには、スマートフォン / タブレット
端末にインストールした ELECOM 電話帳バックアップを使用します。

画面について
ELECOM 電話帳バックアップを起動すると、メニュー画面が表示されます。
メニュー画面の構成は、次のとおりです。
ヘルプ
［設定］
アイコン

［カードリーダーと接続する］

［カードリーダーに保存する］

［スマートフォンに読み込む］

ステータスバー

［カードリーダーと接続する］ スマートフォンと本製品の簡単接続をおこないます。
［カードリーダーに保存する］ スマートフォン内の電話帳データを本製品に挿入した SD メモリーカードに保存しま
す。
［スマートフォンに読み込む］ SD メモリーカードに保存した電話帳データをスマートフォンに読み込みます。
［設定］アイコン

本製品の通信や動作について詳細を設定します。

ステータスバー

本製品と ELECOM 電話帳バックアップの接続状態が表示されます。

ヘルプ

ELECOM 電話帳バックアップのオンラインマニュアルを Web ブラウザで表示しま
す。
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電話帳データを保存する（バックアップ）
端末内の電話帳データを SD メモリーカードに保存します。
電話帳データすべてを保存する方法と、連絡先を選択して保存する方法があります。

4 保存形式を選択します。

■■電話帳のデータ全体を保存する

1［カードリーダーに保存する］をタッチします。

vcf 形式

2［一括保存］をタッチします。

電子名刺の標準規格フォーマットです。各端
末の電話帳データとして互換性があります。

csv 形式 データをカンマ (",") で区切って並べたファ
イル形式です。汎用性が高くパソコンの表
計算ソフトなどでも扱えます。
保存形式に「vcf 形式」を選択した場合は、複数の連絡先の
保存方法を選択できます。

3 連絡先の保存画面で、保存する連絡先データの
ファイル名を入力します。

1 つ の vcf フ ァ すべての連絡先データを 1 つの vcf
イルにまとめる ファイルとして保存します。
複 数 の vcf フ ァ 連絡先データを 1 件ずつの vcf ファ
イルを生成
イルとして保存します。ファイル名
は、入力したファイ ル名 +（1 からの
連番）になります。
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5［転送］をタッチします。

■■連絡先を選択して保存する

電話帳データが SD メモリーカードに保存されます。

1［カードリーダーに保存する］をタッチします。

6［はい］をタッチします。

2［個別に選択］をタッチします。
連絡先の一覧が表示されます。

連絡先の保存を開始します。

7 連絡先の保存が終わったら［OK］をタッチします。

これで、電話帳データの保存は完了です。
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3［選択］をタッチします。

4 保存する連絡先をタッチして、選択します。

• 続けてタッチし、複数の連絡先を一度に選択するこ
• とができます。
• 選択している連絡先を再度タッチすると、選択が解
除されます。
• すべての連絡先を選択する場合は、
［全選択］をタッ
チします。
• 選択しているすべての連絡先を解除する場合は、
［中止］をタッチします。

6 連絡先の保存画面で、保存する連絡先データの
ファイル名を入力します。

7 保存形式を選択します。

この部分をスライドさせてリ
ストをスクロールできます。

5［転送］をタッチします。

連絡先の保存画面が表示されます。

vcf 形式

電子名刺の標準規格フォーマットです。各端
末の電話帳データとして互換性があります。

csv 形式 データをカンマ (",") で区切って並べたファ
イル形式です。汎用性が高くパソコンの表
計算ソフトなどでも扱えます。
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9［はい］をタッチします。

保存形式に「vcf 形式」を選択した場合は、複数の連絡先の
保存方法を選択できます。

連絡先の保存を開始します。

 連絡先の保存が終わったら［OK］をタッチします。
1 つ の vcf フ ァ すべての連絡先データを 1 つの vcf
イルにまとめる ファイルとして保存します。
複 数 の vcf フ ァ 連絡先データを 1 件ずつの vcf ファ
イルを生成
イルとして保存します。ファイル名
は、入力したファイ ル名 +（1 からの
連番）になります。

8［転送］をタッチします。

電話帳データが SD メモリーカードに保存されます。

これで、電話帳データの保存は完了です。
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電話帳データを書き込む（移行）
SD メモリーカードに保存した電話帳データを端末に書き込みます。

1［スマートフォンに読み込む］をタッチします。

4［OK］をタッチします。

5［選択］をタッチします。
2 端末に読み込む電話帳データにタッチします。
パスワードの入力画面が表示されます。

連絡先をタッチすると、連絡先の詳細が表示され
ます。

3 管理者パスワードを入力し、［OK］をタッチしま
す。

選択した電話帳データの内容がリスト表示されます。

•［戻る］をタッチすると、リスト画面に戻ります。
• 右上の をタッチすると、手順7のパスワード入
力画面になり、この連絡先を端末に読み込むこと
ができます。

管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。
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6 読み込む連絡先をタッチして、選択します。

• 続けてタッチし、複数の連絡先を一度に選択するこ
とができます。
• 選択している連絡先を再度タッチすると、選択が解
除されます。
• すべての連絡先を選択する場合は、
［全選択］をタッ
チします。
• 選択しているすべての連絡先を解除する場合は、
［中止］をタッチします。

8 管理者パスワードを入力し、［OK］をタッチしま
す。

管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。

9［重複登録］をタッチします。

この部分をスライドさせてリ
ストをスクロールできます。

 連絡先の読み込みが終わったら［OK］をタッチし

7［電話帳へ登録］をタッチします。

ます。

これで、電話帳データの読み込みは完了です。
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■■SD メモリーカードに保存した電話帳データを削除するには

1［スマートフォンに読み込む］をタッチします。

4［削除］をタッチします。

2［削除］をタッチします。

3 削除する連絡先データをタッチして、選択します。

5［はい］をタッチします。

• 続けてタッチし、複数の連絡先データを一度に選択
することができます。
• 選択している連絡先データを再度タッチすると、選
択が解除されます。
• すべての連絡先データを選択する場合は、
［全選択］
をタッチします。
• 選択しているすべての連絡先データを解除する場
合は、［中止］をタッチします。

連絡先データの削除を開始します。
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■■SD メモリーカード内の電話帳データの名前を変更するには

1［スマートフォンに読み込む］をタッチします。

ファイル名が変更されます。

これで、ファイル名の変更は完了です。

2 名前を変更したい電話帳データの横の
チします。

をタッ

ファイル名の修正画面が表示されます。

4 ファイル名を変更し、［OK］をタッチします。
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設定の変更とその他の機能
■［設定］
■
メニューについて
［設定］メニューでは、本製品の通信や動作について詳細を設定します。

［設定］メニューを表示する

1 メイン画面で

［設定］メニューでできること

［設定］メニューでは、次のことができます。
• Wi-Fi モードの SSID とパスワードを変更する
• 管理者パスワードを変更する
• 省電力モードを変更する
• 本製品を再起動する
• 本製品を終了する
• 工場出荷時状態に戻す
• ファームウェアバージョンを確認する

をタッチします。

アプリ設定画面が表示されます。

2 アプリ設定画面で［機器の設定］をタッチします。
管理者パスワード入力画面が表示されます。

［OK］
をタッチします。
3 管理者パスワードを入力し、
［設定］メニューが表示されます。

管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。
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■■Wi-Fi モードの SSID とパスワードを変更する
SID とパスワードは、セキュリティ強化のため初期設定から変更してお使いになることをお勧めします。
SSID、パスワードを初期値から変更すると QR コードかんたんペアリング機能
（8 ページ）が使用できなくなり
ます。

1［設定］メニューで［Wi-Fi ネットワーク設定］を

3［SSID の変更］の現在の

SSID を削除したあと、
新しい SSID を入力します。

タッチします。

SSID は、半角英数字および _（アンダーバー）を使用
し、1 ～ 15 文字の範囲で設定してください。
パスワードを変更しない場合は、手順5に進みます。

•［Wi-Fi ネットワーク］には、現在の SSID が表示
されています。
• SSID の 初 期 設 定 は、MR-WI02_XXX（XXX は 半
角英数字 3 文字）になります。
• SSID とパスワードは本製品の背面に貼付してあ
ります。

4［SSID のパスワードの設定］に新しいパスワード
を入力します。

［OK］
をタッチします。
2 管理者パスワードを入力し、

パスワードは、半角英数字を使用し、8 ～ 63 文字
の範囲で設定してください。

［設定］メニューが表示されます。

管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。

5［適用］をタッチします。

機器の設定適用の確認メッセージが表示されます。
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6［はい］をタッチします。

［このネットワーク設定を削除］をタッチします。

しばらくすると、接続の切断メッセージが表示され
ます。

削除の確認メッセージが表示されます。
［このネットワーク設定を削除］が表示されていない
場合は、［ネットワークに接続］をタッチし、手順
に進みます。

7［OK］をタッチします。

［削除］をタッチします。
8 ELECOM 電話帳バックアップを終了し、［設定］
－［Wi-Fi］の順にタッチします。

9 SSID の右側にある
をタッチします。

（iOS7）または

（iOS6）

［Wi-Fi］をタッチします。
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［ネットワークを選択 ...］から変更した本製品の

 設定画面を閉じます。

SSID を選択します。

これで、SSID および Wi-Fi パスワードの変更は完了
です。
AirStream Pro を起動し、本製品と AirStream Pro
が正しく接続されていることを確認してください。

パスワード入力画面が表示されます。

本製品の WiFi LED が点滅していない場合は、電
源ボタンを押して WiFi LED を点滅させてください。

 本製品のパスワードを入力し、［接続］をタッチし
ます。

本 製 品 が 正 し く 接 続 さ れ る と、 本 製 品 の SSID に
チェックマークが付きます。
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4［はい］をタッチします。

■■管理者パスワードを変更する
管理者パスワードは、セキュリティ強化のため初期設定
から変更してお使いになることをお勧めします。

1［設定］メニューで［管理者パスワード］をタッチし
ます。

正しく設定されると、設定画面が表示されます。

■■省電力モードを変更する
省電力モードでは充電池を消費量を抑えることができま
す。
無操作状態になってから省電力モードに切り替わるまで
の時間を設定します。

1［設定］メニューで［省電力モード］をタッチしま
す。

2 管理者パスワードを入力し、［OK］をタッチます。

省電力モード設定画面が表示されます。

管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。

3 新しい管理者パスワードを入力し、［OK］をタッ
チします。

パスワードは、半角英数字を使用し、8 ～ 63 文字
の範囲で設定してください。

2 無操作状態になってから省電力モードに切り替わ
るまでの時間をタッチします。

パスワードの変更確認画面が表示されます。

• 初期設定は「5 分」です。
•「自動切断はしない」を設定した場合は、省電力
モードには切り替わりません。
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3［適用］をタッチします。

3［OK］をタッチします。

正しく再起動されると、設定画面が表示されます。

■■本製品を終了する

正しく設定されると、設定画面が表示されます。

本製品の電源をオフにします。

■■本製品を再起動する

1［設定］メニューで［機器の終了］をタッチします。

本製品と AirStream Pro を再起動します。

機器の終了の確認メッセージが表示されます。

1［設定］メニューで［機器の再起動］をタッチしま
す。

再起動の確認メッセージが表示されます。

2［はい］をタッチします。
2［はい］をタッチします。

しばらくすると、接続の切断メッセージが表示され
ます。

本製品の電源がオフになります。
ELECOM 電話帳バックアップを使用する場合は、
ELECOM 電話帳バックアップをいったん終了し、再
度本製品と ELECOM 電話帳バックアップを接続し
てから ELECOM 電話帳バックアップを起動してく
ださい。
詳 細 は、8 ペ ー ジ の「本 製 品 の 使 用 手 順」を 参 照 し
てください。
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4［OK］をタッチします。

■■工場出荷時状態に戻す

正しく再起動されると、設定画面が表示されます。

本製品と ELECOM 電話帳バックアップの設定を工場出荷
時の設定に戻します。

1［設定］メニューで［機器を工場出荷状態に戻す］を
タッチします。

リセットの確認メッセージが表示されます。

ELECOM 電話帳バックアップのメイン画面が表示さ
れます。
ELECOM 電話帳バックアップを使用する場合は、
ELECOM 電話帳バックアップをいったん終了し、再
度本製品と ELECOM 電話帳バックアップを接続し
てから ELECOM 電話帳バックアップを起動してく
ださい。
詳 細 は、8 ペ ー ジ の「本 製 品 の 使 用 手 順」を 参 照 し
てください。

2 管理者パスワードを入力し、［OK］をタッチます。

■■機器設定時のパスワード要求を設定する
［設定］
メニューを表示する際および設定メニュー内のメ
ニューにアクセスする際のパスワード入力の有無を設定
します。

1［設定］メニューの機器設定時のパスワードの要求

の有無」で「常に要求する」または「要求しない」を
選択します。

管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。

3［はい］をタッチします。

しばらくすると、接続の切断メッセージが表示され
ます。

「常に要求する」を選択すると、次の操作時にパスワー
ドが要求されます。
［設定］メニューの表示、
［Wi-Fi ネットワーク設定］、
［管理者パスワード設定］、［機器を工場出荷状態
に戻す］

2［戻る］をタッチしてアプリ設定画面に戻ります。
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■■ファームウェアバージョンを確認する
［ファームウェアバージョン］
で確認できます。
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AirStream Pro の使いかた -Android 版
画面について
■■メイン画面
AirStream Pro を起動し、本製品と正しく接続されると、メイン画面が表示されます。
メイン画面の構成は、次のとおりです。
［カメラ］
アイコン
［WiFi ストレージ］
タブ

［マイデバイス］
タブ

［ファイルの種類］
メニュー

［設定］
メニュー
［かんたん接続］
メニュー
ステータスバー

［WiFi ストレージ］タブ

本製品に挿入した SD メモリーカードにアクセスします。タブには本製品の SSID が表示
されます。

［マイデバイス］タブ

スマートフォン / タブレット端末の内部メモリにアクセスします。

［ファイルの種類］メニュー 操作するファイルの種類を選択します。タッチすると、選択した種類のファイル一覧画
面が表示されます。
全ファイル：

•［WiFi ストレージ］タブを選択している場合、SD メモリーカードの
ルートフォルダが表示されす。
•［マイデバイス］タブを選択している場合、最後に操作したファイルの
ファイル一覧画面が表示されます。

ミュージック： 音楽ファイルが表示されます。対応ファイルの拡張子は次のとおりです。
m4a/mp3/wav/wma
•［WiFi ストレージ］タブを選択している場合、「All Music」フォルダを
タッチすると、SD メモリーカードに保存されているすべての音楽ファ
イルが一覧表示されます。
•［マイデバイス］
タブを選択している場合、
「All Music」フォルダをタッ
チすると、スマートフォン / タブレット端末の内部メモリに保存され
ているすべての音楽ファイルが一覧表示されます。

51

［ファイルの種類］メニュー 写真：
（つづき）

写真ファイルが表示されます。対応ファイルの拡張子は次のとおりです。
jpg/jpeg/gif/png/bmp
•［WiFi ストレージ］タブを選択している場合、「All Photos」フォルダ
をタッチすると、SD メモリーカードに保存されているすべての写真
ファイルが一覧表示されます。
•［マイデバイス］タブを選択している場合、「All Photos」フォルダを
タッチすると、スマートフォン / タブレット端末の内部メモリに保存
されているすべての写真ファイルが一覧表示されます。

動画：

動画ファイルが表示されます。対応ファイルの拡張子は次のとおりです。
mp4/mpeg
•［WiFi ストレージ］タブを選択している場合、「All Videos」フォルダ
をタッチすると、SD メモリーカードに保存されているすべての動画
ファイルが一覧表示されます。
•［マイデバイス］タブを選択している場合、「All Videos」フォルダを
タッチすると、スマートフォン / タブレット端末の内部メモリに保存
されているすべての動画ファイルが一覧表示されます。

ドキュメント： 文書ファイルが表示されます。対応ファイルの拡張子は次のとおりです。
pdf/txt/doc/docx/xls/xlsx/ppt/rtf
•［WiFi ストレージ］
タブを選択している場合、
「All Documents」フォル
ダをタッチすると、SD メモリーカードに保存されているすべての文書
ファイルが一覧表示されます。
•［マイデバイス］タブを選択している場合、「All Documents」フォル
ダをタッチすると、スマートフォン / タブレット端末の内部メモリに
保存されているすべての文書ファイルが一覧表示されます。
アップロードしたファイル： スマートフォン / タブレット端末の内部メモリからアップ
ロードされたファイルが表示されます。
この項目は、［WiFi ストレージ］タブを選択した場合のみ
表示されます。
ダウンロードしたファイル： 本製品に挿入したメディアからダウンロードされたファイ
ルが表示されます。
この項目は、［マイデバイス］タブを選択した場合のみ表示
されます。
［設定］メニュー
ステータスバー
［カメラ］アイコン

本製品の通信や動作について詳細を設定します。
本製品と AirStream Pro の接続状態やメディアの状態が表示されます。
スマートフォン / タブレット端末のカメラを起動します。
撮影した写真や動画を本製品に保存できます。
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■■ファイル一覧画面
［カメラ］
アイコン
［表示形式］
アイコン

［ホーム］
アイコン

［更新］
アイコン
［編集］
アイコン

［戻る］
アイコン

フォルダー名

ファイル一覧

操作メニュー
※
［編集］
アイコンをタッチすると表示されます。

［ホーム］アイコン

メイン画面に戻ります。

［カメラ］アイコン

スマートフォン / タブレット端末のカメラを起動します。
撮影した写真や動画を本製品に挿入したメディアに保存できます。

［表示形式］アイコン

ファイル一覧の表示形式を交互に切り替えます。
詳細表示：

次の内容が表示されます。
サムネイル / 種類アイコン
ファイル名
容量
（KB）
更新日時

サムネイル表示： サムネイル / 種類アイコンが大きく表示されます。

フォルダの場合は、種類アイコンとフォルダ名のみが表示されます。
［更新］アイコン

表示内容を最新の状態に更新します。

［戻る］アイコン

1 つ上の階層のフォルダに移動します。

フォルダ名
［編集］アイコン

選択されているフォルダの名前が表示されます。
ファイルの操作メニューを画面下部に表示します。

ファイル一覧

選択されているフォルダの内容が一覧表示されます。

操作メニュー

ファイルの操作メニューが表示されます。
ファイルの複数選択やフォルダの作成、選択したファイルのダウンロードや削除などが
できます。
ファイルの選択 / 未選択、フォルダの有無によって、表示されるメニューが異なります。
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ファイルの閲覧や再生をする
写真を閲覧したり、音楽を再生したりする場合は、まず保存されている場所のファイルを選択する必要があります。
本製品に挿入した SD メモリーカードに保存されている「Photo02.jpg」を選択する場合を例として説明します。

1［WiFi ストレージ］タブをクリックします。

3 閲覧または再生するファイルをタッチします。

詳細画面が表示され、写真や文書の表示、音楽や動
画の再生が開始されます。

本製品に挿入した SD メモリーカードにアクセスす
る場合は、［WiFi ストレージ］タブをタッチします。
スマートフォン / タブレット端末の内部メモリに
アクセスする場合は、［マイデバイス］タブをタッ
チします。

2［ファイルの種類］メニューで［写真］をタッチしま

フォルダがある場合は、フォルダをタッチすると、
フォルダ内のファイルおよびフォルダが表示され
ます。

4 詳細画面でファイルを操作します。

す。

詳細画面の操作方法は、ファイルの詳細によって異
なります。55 ページの「ファイルを操作する」を参
照してください。

ファイル一覧画面が表示されます。
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ファイルを操作する
■■詳細画面でファイルを操作する
ミュージック

ファイル一覧画面で選択したファイルをタッチすると、端末のオーディオプレーヤーアプリから曲を再生します。
複数のオーディオプレーヤーアプリが端末にインストールされている場合は、どのアプリで再生するか選択画面
が表示されますので、選択してください。
オーディオプレーヤーの操作方法はオーディオアプリのヘルプやマニュアルをお読みください。
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写真

ファイル一覧画面で選択したファイルを表示します。
［完了］
ボタン

［投稿］
ボタン
ファイル名

写真データ

［完了］ボタン

表示を終了し、詳細画面を閉じます。

ファイル名

表示中のファイル名が表示されます。

［投稿］ボタン

表示中のファイルを Gmail で送信したり、Facebook、Twitter にアップロードします。
タッチすると、インストール済みのアプリが表示され、選択すると該当のアプリが起動
します。

選択できるのは、Gmail、Twitter、Facebook のみ
てす。
該当するアプリがインストールされていない場合は、
表示されません。

写真データ

写真データが表示されます。
画面を左右にスワイプすると、写真を切り替えます。
スワイプ
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動画

ファイル一覧画面で選択したファイルをタッチすると、端末の動画再生アプリから動画を再生します。
複数の動画再生アプリが端末にインストールされている場合は、どのアプリで再生するか選択画面が表示されま
すので、選択してください。
動画再生アプリの操作方法は動画再生アプリのヘルプやマニュアルをお読みください。

ドキュメント

ファイル一覧画面で選択したファイルをタッチすると、端末の対応したドキュメントビュワーアプリからドキュメント
ファイルを表示します。
複数のドキュメントビュワーアプリが端末にインストールされている場合は、どのアプリで再生するか選択画面
が表示されますので、選択してください。
ドキュメントビュワーアプリの操作方法はドキュメントビュワーアプリのヘルプやマニュアルをお読みください。
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■■ファイルをアップロードする
スマートフォン / タブレット端末の内部メモリのファイルを本製品に挿入した SD メモリーカードにコピーします。

1 アップロードするファイルが保存されているフォ

3 操作メニューの［送信］をタッチします。

ルダを表示します。

スマートフォン / タブレット端末の内部メモリから
本製品に挿入したメディアにアップロードされます。

アップロードする場合は、メイン画面で
［マイデバイ
ス］タブをタッチしてください。アップロードは、必
ずスマートフォン / タブレット端末の内部メモリから
になります。

これで、ファイルのアップロードは完了です。

2［編集］アイコンをタッチし、アップロードする
ファイルを選択します。

• 続けてタッチし、複数のファイルを一度に選択すこ
とができます。
• 選択しているファイルを再度タッチすると、選択が
解除されます。
• すべてのファイルを選択する場合は、［すべて］を
タッチします。
• 選択しているすべてのファイルを解除する場合は、
［キャンセル］をタッチします。
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■■ファイルをダウンロードする
本製品に挿入した SD メモリーカードのファイルをスマートフォン / タブレット端末の内部メモリにコピーします。

1 ダウンロードするファイルが保存されているフォ

3 操作メニューの［ダウンロード］をタッチします。

ルダを表示します。

ダウンロードする場合は、メイン画面で
［WiFi スト
レージ］
タブをタッチしてください。ダウンロードは、
必ず本製品に挿入した SD メモリーカードからにな
ります。

本製品に挿入した SD メモリーカードからスマート
フォン / タブレット端末の内部メモリにダウンロー
ドされます。

これで、ファイルのダウンロードは完了です。

2［編集］アイコンをタッチし、ダウンロードする
ファイルを選択します。

• 続けてタッチし、複数のファイルを一度に選択すこ
とができます。
• 選択しているファイルを再度タッチすると、選択が
解除されます。
• すべてのファイルを選択する場合は、［すべて］を
タッチします。
• 選択しているすべてのファイルを解除する場合は、
［キャンセル］をタッチします。

写真およびドキュメントは、詳細画面の
［サブメ
ニュー］
ボタンからダウンロードすることもできます。
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■■ファイルを削除する
本製品に挿入した SD メモリーカードまたはスマートフォン / タブレット端末の内部メモリのファイルを削除します。

1 削除するファイルが保存されているフォルダを表

3 操作メニューの［削除］をタッチします。

示します。

削除確認メッセージが表示されます。

「全ファイル」
「アップロードされたファイル」
「ダウンロードされたファイル」
のフォルダから
アクセスしてください。それ以外からはファイ
ルの削除はできません。

4［はい］をタッチします。

ファイルの削除が開始されます。

2［編集］アイコンをタッチし、削除するファイルを
選択します。

• 続けてタッチし、複数のファイルを一度に選択すこ
とができます。
• 選択しているファイルを再度タッチすると、選択が
解除されます。
• すべてのファイルを選択する場合は、［すべて］を
タッチします。
• 選択しているすべてのファイルを解除する場合は、
［キャンセル］をタッチします。
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これで、ファイルの削除は完了です。

■■ファイルを移動する
本製品に挿入した SD メモリーカードまたはスマートフォン / タブレット端末の内部メモリのファイルを別のフォルダに
移動します。

1 移動するファイルが保存されているフォルダを表

3 操作メニューの［移動］をタッチします。

示します。

操作メニューに［貼り付け］が表示されます。

「全ファイル」
「アップロードされたファイル」
「ダウンロードされたファイル」
のフォルダから
アクセスしてください。それ以外からはファイ
ルの削除はできません。

4 移動先のフォルダを表示し、操作メニューの［ペー
スト］をタッチします。

2［編集］アイコンをタッチし、移動するファイルを
選択します。

• 続けてタッチし、複数のファイルを一度に選択すこ
とができます。
• 選択しているファイルを再度タッチすると、選択が
解除されます。
• すべてのファイルを選択する場合は、［すべて］を
タッチします。
• 選択しているすべてのファイルを解除する場合は、
［キャンセル］をタッチします。

これで、ファイルの移動は完了です。
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■■ファイル名を変更する
本製品に挿入した SD メモリーカードまたはスマートフォン / タブレット端末の内部メモリのファイルのファイル名を
変更します。

1 ファイル名を変更するファイルが保存されている

3 操作メニューの［リネーム］をタッチします。

フォルダを表示します。

リネーム画面が表示されます。

「全ファイル」
「アップロードされたファイル」
「ダウンロードされたファイル」
のフォルダから
アクセスしてください。それ以外からはファイ
ルの削除はできません。

操作メニューに表示されていない場合は
「〉
」を
タッチすると表示されます。

4 ファイル名を変更し、［OK］をタッチします。
2［編集］アイコンをタッチし、ファイル名を変更す
るファイルを選択します。

• 選択しているファイルを再度タッチすると、選択が
解除されます。

ファイル名が変更されます。

複数のファイルを選択すると、操作メニューの
［リ
ネーム］
は表示されません。

これで、ファイル名の変更は完了です。
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■■フォルダを作成する
本製品に挿入した SD メモリーカードまたはスマートフォン / タブレット端末の内部メモリに新しいフォルダを作成しま
す。

1 新しいフォルダを作成するフォルダを表示しま

3 フォルダ名を入力し、［OK］をタッチします。

す。

「全ファイル」
「アップロードされたファイル」
「ダウンロードされたファイル」
のフォルダから
アクセスしてください。それ以外ではフォルダ
の作成はできません。

新しいフォルダが作成されます。

2［編集］アイコンをタッチし、操作メニューの［新
しいフォルダ］をタッチします。

フォルダ名の入力画面が表示されます。

これで、フォルダの作成は完了です。
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設定の変更とその他の機能
■［設定］
■
メニューについて
［設定］メニューでは、本製品の通信や動作について詳細を設定します。

［設定］メニューを表示する

1 メイン画面で［設定］をタッチします。

［設定］メニューでできること

［設定］メニューでは、次のことができます。
• Wi-Fi モードの SSID とパスワードを変更する
• 本製品を経由してインターネットに接続する
• 管理者パスワードを変更する
• 省電力モードを変更する
• ファームウェアバージョンを確認する
• 本製品を再起動する
• 本製品を終了する
• 工場出荷時状態に戻す

管理者パスワード入力画面が表示されます。

2 管理者パスワードを入力し、［ログイン］をタッチ
します。

［設定］メニューが表示されます。

• 管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。
•
にタッチするとパスワードを文字列で表示
します。
• 管理者パスワードを入力すると、AirStream Pro
を初期設定にリセットするか、またはスマート
フォン / タブレット端末を再起動するまで管理者
パスワードは保持されます。
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■■Wi-Fi モードの SSID とパスワードを変更する
SID とパスワードは、セキュリティ強化のため初期設定から変更してお使いになることをお勧めします。
SSID、パスワードを初期値から変更すると QR コードかんたんペアリング機能
（8 ページ）が使用できなくなり
ます。

1［設定］メニューで［Wi-Fi
します。

3［Wi-Fi パスワードの要求］がオンになっているこ

ネットワーク］
をタッチ

パスワードのみを変更する場合は、手順3に進みます。

とを確認します。

［Wi-Fi パスワードの要求］がオフになっている場合
は、オンにしてください。オフにすると、Wi-Fi 接
続時にパスワードが要求されなくなります。
セキュリティ対策のため、通常はこの設定をオンの
まま使用し、データの安全性を確保してください。

4［Wi-Fi

•［Wi-Fi ネットワーク］には、現在の SSID が表示
されています。
• SSID の 初 期 設 定 は、MR-WI02_XXX（XXX は 半
角英数字 3 文字）になります。
• SSID とパスワードは本製品の背面に貼付してあ
ります。

パスワード ( 最低 8 文字 )］に新しいパス
ワードを入力します。

パスワードは、半角英数字を使用し、8 ～ 63 文字
の範囲で設定してください。

2［Wi-Fi

ネットワーク］の現在の SSID を削除した
あと、新しい SSID を入力します。

SSID は、半角英数字および _（アンダーバー）を使用
し、1 ～ 15 文字の範囲で設定してください。
パスワードを変更しない場合は、手順5に進みます。

にタッチするとパスワードを文字列で表示し
ます。

5［適用］をタッチします。

本製品と AirStream Pro の再起動が実行されます。
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しばらくすると、「接続に失敗しました」と表示され
ます。

本製品が正しく接続されると、本製品の SSID が「接
続済み」になります。

8 AirStream

Pro を終了し、
［設定］－［Wi-Fi］の順
にタッチします。

 設定画面を閉じます。

9 一覧から変更した本製品の SSID を選択します。

これで、SSID および Wi-Fi パスワードの変更は完了
です。
AirStream Pro を起動し、本製品と AirStream Pro
が正しく接続されていることを確認してください。

パスワード入力画面が表示されます。

本製品の WiFi LED が点滅していない場合は、電
源ボタンを押して WiFi LED を点滅させてください。

 本製品のパスワードを入力し、［接続］をタッチし
ます。
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■■本製品を経由してインターネットに接続する
本製品のブリッジ機能を利用し、本製品を経由してスマートフォン / タブレット端末をインターネットに接続します。

1［設定］メニューで［インターネットアクセス］を

4 選択したアクセスポイントのネットワークパス

タッチします。

ワードを入力し、 ［OK］をタッチします。

本製品の再起動が実行されます。

2［インターネットアクセス］をオンにします。

•

アクセスポイントの検索が開始され、［ネットワーク
を選択して下さい：］に接続可能なアクセスポイント
の SSID が表示されます。

にタッチするとパスワードを文字列で表示
します。

• アクセスポイントのネットワークパスワードパス

ワードについては、アクセスポイントの取扱説明
書を参照してください。

正しくブリッジモードが有効になると、設定画面が
表示されます。また、本製品のブリッジ LED が橙色
で点灯されます。

3 接続するアクセスポイントをタッチします。

ネットワークパスワードの入力メッセージが表示さ
れます。
•

•

［更新］をタッチすると、アクセスポイントを再
検索します。
をタッチすると、アクセスポイントの詳細が表
示されます。
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■■管理者パスワードを変更する

■■省電力モードを変更する

管理者パスワードは、セキュリティ強化のため初期設定
から変更してお使いになることをお勧めします。

省電力モードでは充電池を消費量を抑えることができま
す。
無操作状態になってから省電力モードに切り替わるまで
の時間を設定します。

1［設定］メニューで［管理者パスワード］をタッチし
ます。

1［設定］メニューで［省電力］をタッチします。

管理者パスワードの変更画面が表示されます。

省電力モード設定画面が表示されます。

2 新しい管理者パスワードを入力し、
タッチします。

［OK］を

2 無操作状態になってから省電力モードに切り替わ
るまでの時間をタッチします。

パスワードは、半角英数字を使用し、5 ～ 16 文字
の範囲で設定してください。
管理者パスワードが更新されると、設定画面が表示
されます。

• 初期設定は「5 分」です。
•「しない」を設定した場合は、省電力モードには切
り替わりません。

3

• 管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。
•
にタッチするとパスワードを文字列で表示
します。
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［OK］をタッチします。

正しく設定されると、設定画面が表示されます。

■■ファームウェアバージョンを確認する

■■本製品を終了する

［ファームウェアバージョン］
で確認できます。

本製品の電源をオフにします。

1［設定］メニューで［シャットダウン］をタッチしま
す。

シャットダウンの確認メッセージが表示されます。

■■本製品を再起動する
本製品と AirStream Pro を再起動します。

2［シャットダウン］をタッチします。

1［設定］メニューで［再起動］をタッチします。
再起動の確認メッセージが表示されます。

正しく再起動されると、設定画面が表示されます。
本製品の電源がオフになり、AirStream Pro のメイ
ン画面が表示されます。
本製品から USB ケーブルを取り外して電源供給を
断ってから、再度 USB ケーブルを接続して本製品へ
の電源供給を開始します。
AirStream Pro を使用する場合は、AirStream Pro
をいったん終了し、再度本製品と AirStream Pro を
接続してから AirStream Pro を起動してください。
詳 細 は、8 ペ ー ジ の「本 製 品 の 使 用 手 順」を 参 照 し
てください。

2［再起動］をタッチします。

正しく再起動されると、設定画面が表示されます。

69

■■工場出荷時状態に戻す
本製品と AirStream Pro の設定を工場出荷時の設定に戻
します。

1［設定］メニューで［工場出荷時の設定へ戻す］を
タッチします。

リセットの確認メッセージが表示されます。

2［リセット］をタッチします。

しばらくすると、「接続に失敗しました」と表示され
ます。

AirStream Pro を使用する場合は、AirStream Pro
をいったん終了し、再度本製品と AirStream Pro を
接続してから AirStream Pro を起動してください。
詳 細 は、8 ペ ー ジ の「本 製 品 の 使 用 手 順」を 参 照 し
てください。
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ELECOM 電話帳バックアップの使いかた -Android 版
本製品を Wi-Fi モードで使用し、電話帳データのバックアップ / 読み込みをするには、スマートフォン / タブレット
端末にインストールした ELECOM 電話帳バックアップを使用します。

画面について
ELECOM 電話帳バックアップを起動すると、メニュー画面が表示されます。
メニュー画面の構成は、次のとおりです。
ヘルプ
［設定］
アイコン

［カードリーダーと接続する］

［カードリーダーに保存する］

［スマートフォンに読み込む］

ステータスバー

［カードリーダーと接続する］ スマートフォンと本製品の簡単接続をおこないます。
［カードリーダーに保存する］ スマートフォン内の電話帳データを本製品に挿入した SD メモリーカードに保存しま
す。
［スマートフォンに読み込む］ SD メモリーカードに保存した電話帳データをスマートフォンに読み込みます。
［設定］アイコン

本製品の通信や動作について詳細を設定します。

ステータスバー

本製品と ELECOM 電話帳バックアップの接続状態が表示されます。

ヘルプ

ELECOM 電話帳バックアップのオンラインマニュアルを Web ブラウザで表示しま
す。
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電話帳データを保存する（バックアップ）
端末内の電話帳データを SD メモリーカードに保存します。
電話帳データすべてを保存する方法と、連絡先を選択して保存する方法があります。

4 保存形式を選択します。

■■電話帳のデータ全体を保存する

1［カードリーダーに保存する］をタッチします。

vcf 形式

2［一括保存］をタッチします。

電子名刺の標準規格フォーマットです。各端
末の電話帳データとして互換性があります。

csv 形式 データをカンマ (",") で区切って並べたファ
イル形式です。汎用性が高くパソコンの表
計算ソフトなどでも扱えます。
保存形式に「vcf 形式」を選択した場合は、複数の連絡先の
保存方法を選択できます。

3 連絡先の保存画面で、保存する連絡先データの
ファイル名を入力します。

1 つ の vcf フ ァ すべての連絡先データを 1 つの vcf
イルにまとめる ファイルとして保存します。
複 数 の vcf フ ァ 連絡先データを 1 件ずつの vcf ファ
イルを生成
イルとして保存します。ファイル名
は、入力したファイ ル名 +（1 からの
連番）になります。

72

5［転送］をタッチします。

5［スマホへ保存］をタッチします。

電話帳データが SD メモリーカードに保存されます。

6［はい］をタッチします。

6［はい］をタッチします。

連絡先の保存を開始します。

7 連絡先の保存が終わったら［OK］をタッチします。

連絡先の保存を開始します。

7

連絡先の保存が終わったら［OK］をタッチします。

これで、電話帳データの保存は完了です。

これで、電話帳データの保存は完了です。

●「スマホへ保存」を選択した場合
「スマホへ保存」をタッチすると、端末内に電話帳データ
を保存します。電話帳データは後で任意の電話帳アプリ
に読み込んで使用できます。
詳細は、82 ページの「保存した電話帳データを読み込ん
で使用する」を参照してください。
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4 保存する連絡先をタッチして、選択します。

■■連絡先を選択して保存する

• 続けてタッチし、複数の連絡先を一度に選択するこ
• とができます。
• 選択している連絡先を再度タッチすると、選択が解
除されます。
• すべての連絡先を選択する場合は、
［全選択］をタッ
チします。
• 選択しているすべての連絡先を解除する場合は、
［×］をタッチします。

1［カードリーダーに保存する］をタッチします。

2［個別に選択］をタッチします。
連絡先の一覧が表示されます。

この部分をスライドさせてリ
ストをスクロールできます。

5［転送］をタッチします。

連絡先の保存画面が表示されます。

3

［選択］をタッチします。
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6 連絡先の保存画面で、保存する連絡先データの

保存形式に「vcf 形式」を選択した場合は、複数の連絡先の
保存方法を選択できます。

ファイル名を入力します。

7 保存形式を選択します。

1 つ の vcf フ ァ すべての連絡先データを 1 つの vcf
イルにまとめる ファイルとして保存します。
複 数 の vcf フ ァ 連絡先データを 1 件ずつの vcf ファ
イルを生成
イルとして保存します。ファイル名
は、入力したファイ ル名 +（1 からの
連番）になります。

8［転送］をタッチします。

電話帳データが SD メモリーカードに保存されます。

vcf 形式

電子名刺の標準規格フォーマットです。各端
末の電話帳データとして互換性があります。

csv 形式 データをカンマ (",") で区切って並べたファ
イル形式です。汎用性が高くパソコンの表
計算ソフトなどでも扱えます。

9［はい］をタッチします。

連絡先の保存を開始します。
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 連絡先の保存が終わったら［OK］をタッチします。  連絡先の保存が終わったら［OK］をタッチします。

これで、電話帳データの保存は完了です。
これで、電話帳データの保存は完了です。

●「スマホへ保存」を選択した場合
「スマホへ保存」をタッチすると、端末内に電話帳データ
を保存します。電話帳データは後で任意の電話帳アプリ
に読み込んで使用できます。
詳細は、82 ページの「保存した電話帳データを読み込ん
で使用する」を参照してください。

8［スマホへ保存］をタッチします。

9［はい］をタッチします。

連絡先の保存を開始します。
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電話帳データを書き込む（移行）
SD メモリーカードに保存した電話帳データを端末に書き込みます。

1［スマートフォンに読み込む］をタッチします。

4［OK］をタッチします。

5［選択］をタッチします。
2 端末に読み込む電話帳データにタッチします。
パスワードの入力画面が表示されます。

連絡先をタッチすると、連絡先の詳細が表示され
ます。

3 管理者パスワードを入力し、［OK］をタッチしま
す。

選択した電話帳データの内容がリスト表示されます。

•［戻る］をタッチすると、リスト画面に戻ります。
• 右上の をタッチすると、手順3のパスワード入
力画面になり、この連絡先を端末に読み込むこと
ができます。
管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。
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6 読み込む連絡先をタッチして、選択します。

• 続けてタッチし、複数の連絡先を一度に選択するこ
とができます。
• 選択している連絡先を再度タッチすると、選択が解
除されます。
• すべての連絡先を選択する場合は、
［全選択］をタッ
チします。
• 選択しているすべての連絡先を解除する場合は、
［中止］をタッチします。

8 管理者パスワードを入力し、［OK］をタッチしま
す。

管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。

9［重複登録］をタッチします。

この部分をスライドさせてリ
ストをスクロールできます。

 連絡先の読み込みが終わったら［OK］をタッチし

7［電話帳へ登録］をタッチします。

ます。

これで、電話帳データの読み込みは完了です。
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■■SD メモリーカードに保存した電話帳データを削除するには

1［スマートフォンに読み込む］をタッチします。

2

4［削除］をタッチします。
［編集］をタッチします。

3 削除する連絡先データをタッチして、選択します。

5［はい］をタッチします。

• 続けてタッチし、複数の連絡先データを一度に選択
することができます。
• 選択している連絡先データを再度タッチすると、選
択が解除されます。
• すべての連絡先データを選択する場合は、
［全選択］
をタッチします。
• 選択しているすべての連絡先データを解除する場
合は、［中止］をタッチします。

SD メモリーカード内の電話帳データを削除します。
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■■SD メモリーカード内の電話帳データを端末に保存するには
SD メモリーカード内の電話帳データを端末に転送します。電話帳への登録は行いません。

1［スマートフォンに読み込む］をタッチします。

2

3

4［スマホへ保存］をタッチします。
［編集］をタッチします。

5［はい］をタッチします。

端末に保存する連絡先データをタッチして、選択
します。

• 続けてタッチし、複数の連絡先データを一度に選択
することができます。
• 選択している連絡先データを再度タッチすると、選
択が解除されます。
• すべての連絡先データを選択する場合は、
［全選択］
をタッチします。
• 選択しているすべての連絡先データを解除する場
合は、［中止］をタッチします。
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SD メモリーカード内の電話帳データを端末へ保存します。

■■SD メモリーカード内の電話帳データの名前を変更するには

1［スマートフォンに読み込む］をタッチします。

ファイル名が変更されます。

これで、ファイル名の変更は完了です。

2 名前を変更したい電話帳データの横の
チします。

をタッ

ファイル名の修正画面が表示されます。

4 ファイル名を変更し、［OK］をタッチします。
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■■保存した電話帳データを読み込んで使用する
電話帳に登録せずに端末に保存した電話帳データを、任意の電話帳アプリに登録できます。
ここでは、Android 標準の「連絡帳」に登録する手順を説明します。

1「連絡帳」を起動します。

4［ストレージにエクスポート］をタッチします。
vCard ファイルを選択画面が表示されます。

2［メニュー］をタッチします。

5 インポート方法を選択して［OK］をタッチします。

3［インポート / エクスポート］をタッチします。

連絡先のインポート / エクスポート画面が表示され
ます。

•「vCard ファイルを 1 つインポート」を選択した場
合は、次の画面でファイルを選択して［OK］をタッ
チします。１つのファイルのみ選択できます。
•「複数の vCard ファイルをインポート」を選択した
場合は、次の画面でファイルを選択して［OK］を
タッチします。複数のファイルのみ選択できます。
•「すべての vCard ファイルをインポート」を選択し
た場合は、そのまま手順6に移ります。

6 電話帳データがインポートされます。
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設定の変更とその他の機能
■［設定］
■
メニューについて
［設定］メニューでは、本製品の通信や動作について詳細を設定します。

［設定］メニューを表示する

1 メイン画面で

［設定］メニューでできること

［設定］メニューでは、次のことができます。
• Wi-Fi モードの SSID とパスワードを変更する
• 管理者パスワードを変更する
• 省電力モードを変更する
• 本製品を再起動する
• 本製品を終了する
• 工場出荷時状態に戻す
• ファームウェアバージョンを確認する

をタッチします。

アプリ設定画面が表示されます。

2 アプリ設定画面で［機器の設定］をタッチします。
管理者パスワード入力画面が表示されます。

［OK］
をタッチします。
3 管理者パスワードを入力し、
［設定］メニューが表示されます。

管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。
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■■Wi-Fi モードの SSID とパスワードを変更する
SID とパスワードは、セキュリティ強化のため初期設定から変更してお使いになることをお勧めします。
SSID、パスワードを初期値から変更すると QR コードかんたんペアリング機能
（8 ページ）が使用できなくなり
ます。

1［設定］メニューで［Wi-Fi ネットワーク設定］を

3［SSID の変更］の現在の

SSID を削除したあと、
新しい SSID を入力します。

タッチします。

SSID は、半角英数字および _（アンダーバー）を使用
し、1 ～ 15 文字の範囲で設定してください。
パスワードを変更しない場合は、手順5に進みます。

•［Wi-Fi ネットワーク］には、現在の SSID が表示
されています。
• SSID の 初 期 設 定 は、MR-WI02_XXX（XXX は 半
角英数字 3 文字）になります。
• SSID とパスワードは本製品の背面に貼付してあ
ります。

4［SSID のパスワードの設定］に新しいパスワード
を入力します。

［OK］
をタッチします。
2 管理者パスワードを入力し、

パスワードは、半角英数字を使用し、8 ～ 63 文字
の範囲で設定してください。

［設定］メニューが表示されます。

管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。

5［適用］をタッチします。

機器の設定適用の確認メッセージが表示されます。
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しばらくすると、接続の切断メッセージが表示され
ます。

本製品が正しく接続されると、本製品の SSID が「接
続済み」になります。

7 ELECOM 電話帳バックアップを終了し、［設定］  設定画面を閉じます。
－［Wi-Fi］の順にタッチします。

これで、SSID および Wi-Fi パスワードの変更は完了
です。
ELECOM 電話帳バックアップを起動し、本製品と
ELECOM 電話帳バックアップが正しく接続されてい
ることを確認してください。

8 一覧から変更した本製品の SSID を選択します。
パスワード入力画面が表示されます。

本製品の WiFi LED が点滅していない場合は、電
源ボタンを押して WiFi LED を点滅させてください。

9 本製品のパスワードを入力し、［接続］をタッチし
ます。
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■■管理者パスワードを変更する

■■省電力モードを変更する

管理者パスワードは、セキュリティ強化のため初期設定
から変更してお使いになることをお勧めします。

省電力モードでは充電池を消費量を抑えることができま
す。
無操作状態になってから省電力モードに切り替わるまで
の時間を設定します。

1［設定］メニューで［管理者パスワード］をタッチし
ます。

1［設定］メニューで［省電力モード］をタッチしま
す。

省電力モード設定画面が表示されます。

2 管理者パスワードを入力し、［OK］をタッチます。
2 無操作状態になってから省電力モードに切り替わ
るまでの時間をタッチします。

管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。

3 新しい管理者パスワードを入力し、［OK］をタッ
チします。

パスワードは、半角英数字を使用し、8 ～ 63 文字
の範囲で設定してください。
• 初期設定は「5 分」です。
•「自動切断はしない」を設定した場合は、省電力
モードには切り替わりません。

3［適用］をタッチします。

正しく設定されると、設定画面が表示されます。
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正しく設定されると、設定画面が表示されます。

■■本製品を再起動する

■■本製品を終了する

本製品と AirStream Pro を再起動します。

本製品の電源をオフにします。

1［設定］メニューで［機器の再起動］をタッチしま

1［設定］メニューで［機器の終了］をタッチします。

す。

機器の終了の確認メッセージが表示されます。

再起動の確認メッセージが表示されます。

2［はい］をタッチします。

2［はい］をタッチします。

しばらくすると、接続の切断メッセージが表示され
ます。

本製品の電源がオフになります。
ELECOM 電話帳バックアップを使用する場合は、
ELECOM 電話帳バックアップをいったん終了し、再
度本製品と ELECOM 電話帳バックアップを接続し
てから ELECOM 電話帳バックアップを起動してく
ださい。
詳 細 は、8 ペ ー ジ の「本 製 品 の 使 用 手 順」を 参 照 し
てください。

正しく再起動されると、設定画面が表示されます。
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■■工場出荷時状態に戻す

しばらくすると、接続の切断メッセージが表示され
ます。

本製品と ELECOM 電話帳バックアップの設定を工場出荷
時の設定に戻します。

1［設定］メニューで［機器を工場出荷状態に戻す］を
タッチします。

リセットの確認メッセージが表示されます。

ELECOM 電話帳バックアップを使用する場合は、
ELECOM 電話帳バックアップをいったん終了し、再
度本製品と ELECOM 電話帳バックアップを接続し
てから ELECOM 電話帳バックアップを起動してく
ださい。
詳 細 は、8 ペ ー ジ の「本 製 品 の 使 用 手 順」を 参 照 し
てください。

2 管理者パスワードを入力し、［OK］をタッチます。

■■機器設定時のパスワード要求を設定する
［設定］
メニューを表示する際および設定メニュー内のメ
ニューにアクセスする際のパスワード入力の有無を設定
します。

1［設定］メニューの機器設定時のパスワードの要求

の有無」で「常に要求する」または「要求しない」を
選択します。

管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。

3［はい］をタッチします。

「常に要求する」を選択すると、次の操作時にパスワー
ドが要求されます。
［設定］メニューの表示、
［Wi-Fi ネットワーク設定］、
［管理者パスワード設定］、［機器を工場出荷状態
に戻す］

2［戻る］をタッチしてアプリ設定画面に戻ります。
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■■ファームウェアバージョンを確認する
［ファームウェアバージョン］
で確認できます。
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USB モードで使用する
Macintosh と接続して読み書きする

1

OS X 10.7 以降の場合

Macintosh を起動する

1 SD メモリーカードを SD メモリーカードスロッ

1 Macintosh の電源を入れます。

2

トに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。

詳 細 は、6 ペ ー ジ の「SD メ モ リ ー カ ー ド の 挿 入 方
法」を参照してください。

Macintosh に接続する

2 Finder を起動します。
3「デバイス」から「NO NAME」をクリックします。

1 付属の USB ケーブルで本製品と Macintosh の
USB ポートを接続します。

5

SD メモリーカードを取り出す
USB LED の点滅中は、SD メモリーカードを取り
出さないでください。

Mac OS X 10.6 の場合

1 ドライブアイコンをゴミ箱（取り出し）アイコンに
ドラッグします。

2 自動的に認識されます。

これで本製品と Macintosh の接続は完了しました。

3

USB モードに切り替える

1 電源ボタンを押して USB モードにして、WiFI

ゴミ箱アイコン（
変わります。

LED の白色点滅が消えるのを確認します。

Wi-Fi LED が点灯しているときは、電源ボタンを
押してください。USB モードになり USB LED が
点灯します。

4

）が取り出しアイコン（

）に

2 ドライブアイコンが消えたことを確認して、SD

メモリーカードを SD メモリーカードスロットか
ら取りはずします。

OS X 10.7 以降の場合

メディアを挿入する

1 Finder を起動します。
2「デバイス」から「NO NAME」の右横の

Mac OS X 10.6 の場合

1 SD メモリーカードを SD メモリーカードスロッ

リックします。

トに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。

をク

詳 細 は、6 ペ ー ジ の「SD メ モ リ ー カ ー ド の 挿 入 方
法」を参照してください。

2 デスクトップにドライブアイコンが表

3 SD メモリーカードを SD メモリーカードスロッ

示され、挿入した SD メモリーカード
にアクセスできます。

トから取りはずします。
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6

Macintosh から取りはずす
USB LED の点滅中は、本製品を取りはずさないで
ください。

1 本製品を Macintosh の USB ポートから取りは
ずします。

本製品に挿入している SD メモリーカードを取り
出しておいてください。
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パソコンと接続して読み書きする

1

パソコンを起動する

2

パソコンに接続する

自動再生画面が表示された場合は、動作を選択し
ます。

1 パソコンの電源を入れます。
1 付属の USB ケーブルで本製品とパソコンの USB
ポートを接続します。

※空 の場合などは、直接リムーバブルディスクが
開きます。

5

SD メモリーカードを取り出す
USB LED の点滅中は、SD メモリーカードを取り
出さないでください。

Windows® 8.1/8

1「PC」（Windows

ター」）を開きます。

2 自動的に認識されます。
®

®

2 SD メモリーカードが割り当てられたリムーバブ

®

Windows 7、Windows Vista 、Windows XP
では、タスクトレイまたは通知領域にインストール
完了のメッセージが表示されます。
これで本製品とパソコンの接続は完了しました。

3

ルディスクを選択して、エクスプローラーの［管
理］タブの
をクリックします。

USB モードに切り替える

3 SD メモリーカードを SD メモリーカードスロッ

1 電源ボタンを押して USB モードにして、WiFI

トから取りはずします。

LED の白色点滅が消えるのを確認します。

Windows®7、Windows Vista®、Windows®XP
の場合

Wi-Fi LED が点灯しているときは、電源ボタンを
押してください。USB モードになり USB LED が
点灯します。

4

®

8 の 場 合 は）「コ ン ピ ュ ー

1「コンピューター」（Windows

®

Vista では「コン
ピュータ」、Windows XP では「マイコンピュー
タ」）を開きます。
®

メディアを挿入する

2 SD メモリーカードが割り当てられたリムーバブ

1 SD メモリーカードを SD メモリーカードスロッ

ルディスクを右クリックし、メニューから「取り
出し」をクリックします。

トに、正しい向きでまっすぐ確実に挿入します。

詳 細 は、6 ペ ー ジ の「SD メ モ リ ー カ ー ド の 挿 入 方
法」を参照してください。

2 挿入した SD メモリーカードにアクセスできます。
®

®

Windows 8.1、Windows 8 で、右上にメッセー
ジが表示されたら、クリックします。
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3 SD メモリーカードを SD メモリーカードスロッ
トから取りはずします。

6

4 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずし

パソコンから取りはずす

ます。

USB LED の点滅中は、本製品を取りはずさないで
ください。

Windows® 8.1/8

1 スタート画面の場合はデスクトップ画面に切り替
えます。

通知領域にあるアイコン（

）をクリックします。

※通知領域に
が表示されている場合は、
をク
リックして USB アイコン（
）をクリックします。
※メ ディアを取り出している場合は、手順4に進ん
でください。

2 表示されたメッセージをクリックします。
SD メモリーカードを挿入している場合は、
“リムー
ブバルディスクの取り出し”
をクリックしてください。

3「安全に取り外すことがことができます。」という
内容のメッセージが表示されます。

4 本製品をパソコンの USB ポートから取りはずし
ます。

Windows®7、Windows Vista®、Windows®XP
の場合

1 タスクトレイまたは通知領域にあるアイコン
（

、

）をクリックします。
®

※ Windows 7 で通知領域に
が表示されている
場合は、
をクリックして USB アイコン（
）
をクリックします。
®
※ Windows 7 で SD メモリーカード取り出してい
る場合は、手順4に進んでください。

2 表示されたメッセージをクリックします。
• 本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用
している場合は、両方の名前が表示されます。
この場合は本製品のメッセージ
（“USB 大容量記
憶装置”、“USB 大容量記憶装置デバイス”）をク
リックしてください。
®
• Windows 7 で SD メモリーカードを挿入してい
る場合は、
“リムーブバルディスクの取り出し”を
クリックしてください。)

3「安全に取り外すことがことができます。」という
内容のメッセージが表示されます。
®

®

• Windows 7、Windows XP の 場 合 は、 手 順 4
に進みます。
®
• Windows Vista の場合は、ハードウェアの取り
外し画面が表示されますので、
ボタンをク
リックし、手順4に進みます。
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Windows® 8/8.1 でドライブにアクセスする
®

Windows 8 で、ドライブにアクセスするには、次の方法で行ないます。

スタート画面のチャームからアクセスする場合

スタート画面をスワイプしてアクセスする場合

1 チャームを呼び出し「検索」をクリックします。

1 下から上にスワイプし、「すべてのアプリ」をク
リックします。

2「アプリ」を選択して、アプリ一覧画面で、「コン

2 アプリ一覧画面で、「コンピューター」を選択しま

ピューター」を選択します。

す。

3「コンピューター」が開きます。

3「コンピューター」が開きます。
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®

デスクトップ画面からアクセスする場合

Windows 8.1 で、ドライブにアクセスするには、次の
方法で行ないます。

1 左下のエクスプローラーアイコンをクリックしま

「エ
1 画面左隅の「スタートボタン」を右クリックし、

す。

クスプローラー」をクリックします。

2 左側のツリーで「コンピューター」を選択します。

2「PC」が開きます。
※お 使いのパソコンによっては画面表示内容が一部異な
る場合があります。

3「コンピューター」が開きます。

※お 使いのパソコンによっては画面表示内容が一部
異なる場合があります。

95

付録
こんなときは
Q Wi-Fi モードで、本製品とスマートフォン / タブレット端末が接続できません。
A • Wi-Fi 通信の動作範囲は約 10m です。ただし、ご使用の状況により異なります。

本製品とスマートフォン / タブレット端末の距離を近づけて、再度 8 ページの
「本製品の使用手順」を試して
ください。
• 他の機器から電波干渉を受けている恐れがあります。
®
Bluetooth 機器や無線機器、コードレス電話器などから離して、再度 8 ページの「本製品の使用手順」を
試してください。

Q Wi-Fi モードで、本製品とスマートフォン / タブレット端末が切断されてしまいます。
A • 一定時間無操作状態が続くと、省電力モードになり、接続が切れてしまいます。

省電力モードに切り替わるまでの時間は、省電力モードで設定できます。詳細は、
「省電力モードを変更する」
（31 ページ、47 ページ、68 ページ、86 ページ）
を参照してください。
• 他の機器から電波干渉を受けている恐れがあります。
• Bluetooth 機器や無線機器、コードレス電話器などから離して使用してください。

Q Wi-Fi モードで、複数のスマートフォン / タブレット端末を同時に接続することはできますか ?
A 本製品は最大 5 台まで同時に接続できます。ただし、データのやり取りが多い場合、転送速度が遅くなるこ
とがあります。

Q

本製品をパソコンに接続したまま、Wi-Fi モードで使用できますか ?

A • 本製品とパソコンを USB ケーブルで接続すると、Wi-Fi モードで電源供給状態になります。。
電源ボタンを押して USB モードに切り替えると、メモリリーダライタとして利用できます。

Q Wi-Fi モードのパスワード、または管理者パスワードを忘れてしまった。
A • 本製品をリセットすることで、工場出荷時状態に戻すことができます。

Wi-Fi モードのパスワードの初期設定は、付属の初期設定シールに記載されています。
管理者パスワードの初期設定は、「admin」です。

Q「ユーザによりこの App によるメディアへのアクセスが拒否されました」とシステムエラーメッセージが表示され、
スマートフォン / タブレット端末の内部メモリにアクセスできません。
• システムエラーメッセージで［OK］をタッチし、AirStream Pro を終了してください。
［設定］－［プライバシー］－［写真］の順にタッチし、［AirStream Pro］を「オン」にしてください。

A
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本体のリセット方法
Wi-Fi モードのパスワードや管理者パスワードを忘れた場合など、本製品をリセットすることで、工場出荷時状態に戻す
ことができます。
USB モードでは、本体をリセットできません。

1 WiFi LED が白色点滅していることを確認します。
USB LED が点灯しているときは、電源スイッチを押して、WiFi モードにしてください。

電源ボタン

2 本製品の側面にあるリセットスイッチを約 15 ～ 20 秒押し続けます。

リセットスイッチ

リセットスイッチは、先端の細い棒状のもの
（プラスドライバーや小さいサイズの六角レンチなど）
で、真っすぐ
押してください。

3 WiFi LED が速い点滅になったら、リセットスイッチを離します。
リセットが開始されます。

4 WiFi LED が 3 秒間隔で 1 回の点滅になります。
これでリセットは完了です。
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基本仕様
MR-WI02BK の仕様
製品名

Wi-Fi カードリーダー

製品型番

MR-WI02BK

対応 SD メモリーカード（最大）

SD、SDHC、SDXC：～ 64GB

USB2.0 メスポート

USB2.0 × 1

インタフェース

USB2.0 Type：microB（電源供給兼用）

スマートフォン / タブレット端末
iOS6.0 ～（iPhone、iPad、iPad Air、iPad mini）
（Wi-Fi モード / ブリッジモード時） Android 4.0 以降
®

®

®

対応 OS（USB モード時）

Windows 8.1/8、Windows 7（SP1）、Windows Vista（SP2）、
®
Windows XP（SP3）
Mac OS X 10.6 ～ 10.6.8/OS X 10.7 ～ 10.7.5、10.8 ～ 10.8.3、10.9

無線仕様

Wi-Fi：IEEE802.11b/g/n（2.4GHz/150Mbps）

電波範囲

10 ｍ以内（利用環境により異なります。）

同時接続台数

最大 5 台（利用状況により転送速度が遅くなる場合があります。）

セキュリティ

WPA2 Mixed

外形寸法

横幅 89.0 ×奥行 39.0 ×高さ 17.0 mm

質量

約 38 g（本体のみ）

動作温度 / 湿度

温度 5 ～ 40℃、湿度 30 ～ 80%（結露なきこと）

AirStream Pro の対応ファイル
App Store/Play Store より無償ダウンロード
文書

iOS :
Android :

pdf/txt/doc/docx/xls/xlsx/ppt/rtf
pdf/txt/doc/docx/xls/xlsx/ppt/rtf

写真

iOS :
Android :

jpg/jpeg/gif/png/bmp
jpg/jpeg/gif/png/bmp

動画

iOS :
Android :

mov/mp4
mp4/mpeg

音楽

iOS :
Android :

m4a/mp3/wav
m4a/mp3/wav/wma

ELECOM 電話帳バックアップの対応ファイル
App Store/Play Store より無償ダウンロード
対応ファイル

csv/vcf
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ユーザーサポートについて
【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ（ナビダイヤル）】

エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465  FAX：0570-050-012
[ 受付時間 ]
9:00 ～ 19:00  年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

本製品は日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社では
いかなる責任も負いかねます。また、お問い合わせには日本語
によるサポートに限定させていだきます。

保証規定
■保証内容

1. 弊社が定める保証期間
（本製品ご購入日から起算されま
す。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限
り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
（1）保証書および故障した本製品をご提出いただけない
場合。
（2）保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場
合、またはご購入日が確認できる証明書（レシート・
納品書など）をご提示いただけない場合。
（3）保証書に偽造・改変などが認められた場合。
（4）弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならび
にお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
（5）弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使
用し、故障または破損した場合。
（6）通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超え
る温度、湿度、振動等により故障した場合。
（7）本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、
落下等により故障した場合。
（8）地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公
害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
（9）その他、無償修理または交換が認められない事由が
発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上
げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送
付してください。
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4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様
のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な
梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配や
簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製
品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等
またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させてい
ただく場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品ま
たは旧製品等は返却いたしかねます。
7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センター
にて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、
全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品
を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバック
アップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失が
ある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の
損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただ
きます。
9. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および
精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等に
つきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
11. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してくだ
さい。

Wi-Fi カードリーダー
MR-WI02BK
詳細マニュアル
2014 年 8 月 1 日 第 1 版
• 本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
• 本マニュアル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。
• 本マニュアルの内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコム総合インフォメーションセンターまで
ご連絡願います。
• デザイン、仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。
• 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承くださ
い。
• 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許
可が必要です。
• SD ロゴ、SDHC ロゴ、SDXC ロゴ、microSD ロゴ、及び microSDHC ロゴは、SD- ３C,LLC. の商標です。
• Windows および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登
録商標または商標です。
• AirDrop、iPhone、iPad、iPad Air、iPad mini は、Apple Inc. の商標です。
• 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ます。
• Mac、および Mac ロゴは、合衆国及びその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
• Android、Android ロゴは Google Inc. の商標または登録商標です。
®
• Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、エレコム株式会社はこれ
ら商標を使用する許可を受けています。
• その他記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

