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①電源をオンにする

File Cloud の使いかた

①電源をオンにする
底面の電源スイッチをONの位置にします。
電源をオンにしたときは、本製品は待機状態になっています。

電源スイッチ

②メディアを挿入する
メモリーカードの場合はそれぞれのメモリーカードスロットに、USB
フラッシュメモリーの場合は USB［A］ポートに、正しい向きでまっす
ぐ確実に挿入します。

SDメモリーカード microSDカード

端子面を
下にする

端子面を
上にする

miniSD メモリーカー
ドは変換アダプターを
使用して読み書きが可
能です。

USBメモリー

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は、
端子の破損やデータ破損等の原因となります。
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③ MR-WI04WH のモードを切り替える
File.Cloud の使いかた

③ MR-WI04WH のモードを切り替える

1	MR-WI04WHのモードボタンを 3秒長押しします。
Bridge LED が一度青色で点滅し、約 1 分後 Wi-Fi LED が青色に
点灯し、待機状態から Wi-Fi モードに変わります。

モードボタン
Wi-Fi LED

※ モードボタンを押しても Wi-Fi LED が青色に点灯しない場合や
Battery LED が赤色に点灯している場合は、充電池の残量がな
い、または 30% 未満です。
MR-WI04WH 本体を充電してください。詳細は、MR-WI04WH 
ユーザーズマニュアルの「本体の充電方法」（裏面）を参照してく
ださい。

パソコンに接続して、USB モードで使用している場合（Wi-
Fi LED が赤色に点灯）は、電源ボタンを 3 秒長押しすると
Wi-Fi モードに切り替わり、約 1 分後 Wi-Fi LED が青色に
点灯します。
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④スマートフォン / タブレット端末の Wi-Fi を設定する
File.Cloud の使いかた

④スマートフォン / タブレット端末の Wi-Fi を設定する

	●QRコードかんたんペアリング機能を使う
MR-WI04WH に付属の初期設定シールの QR コードを File Cloud か
らスキャンすることで、接続設定ができる機能です。

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。

（例：iOS9.2）

1	「設定」－「Wi-Fi」の順にタップし、Wi-Fi 画面で「Wi-Fi」を
「オン」にします。

2	「File	Cloud」アイコンをタップします。

3	「QRコードから読取り」をタップします。



5

目次へ

④スマートフォン / タブレット端末の Wi-Fi を設定する
File.Cloud の使いかた

4	「QRコード読み取り」をタップします。

5	QR コードを読み取ります。
QR コードは MR-WI04WH に付属のペアリング用 QR コードシー
ルに印刷されています。

MR-WI04_a27 
4768840770133

SSID:

PASS:

 ▲ペアリング⽤QRコ⼀ド

6	画面の指示に従い、最後に「閉じる」をタップします。
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Wi-Fi モードでできること

Wi-Fi モードでできること
MR-WI04WH とスマートフォン / タブレット端末を Wi-Fi で接続し
て、次のことができます。
Wi-Fi モードでの使用にはあらかじめ File Cloud をインストールして
おく必要があります。

•.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。

	●MR-WI04WHからスマートフォン/タブレット端末へ
動画・音楽データなどの再生・保存 

（⇒13ページ、⇒16ページ、⇒22ページ）

写真、文書データなどの閲覧・保存 
（⇒18ページ、⇒20ページ、⇒22ページ）

Wi-Fi 通信

MR-WI04WH

文書データ

写真データ

データ

デジカメ
SDメモリーカード

パソコン

USBメモリー

microSDカード

スマートフォン
タブレット端末

Wi-Fi 通信

スマートフォン
タブレット端末動画データ

パソコン

MR-WI04WH

動画データ

USBメモリー

SDメモリーカード microSDカード

File Cloud について
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Wi-Fi モードでできること
File.Cloud について

複数のスマートフォン / タブレット端末でのデータ共有 
（最大同時接続 5 台まで）

Wi-Fi 通信

スマートフォン
タブレット端末

スマートフォン
タブレット端末

MR-WI04WH
写真データ 写真データ 写真データ

・・・

電話帳データの書き込み（移行）（⇒52ページ）
メディアに保存した電話帳データをスマートフォン /タブレット端末
に書き込む

Wi-Fi 通信

スマートフォン
タブレット端末

MR-WI04WH
電話帳データ

電話帳データ

ブリッジモード（⇒70ページ）
無線ルータなどとWi-Fi 通信接続し、MR-WI04WHを経由してイン
ターネットに接続する

Wi-Fi 通信

Wi-Fi 通信

スマートフォン
タブレット端末

MR-WI04WH

ルータ機能内蔵
ブロードバンド

モデム

無線ルーター
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Wi-Fi モードでできること
File.Cloud について

	●スマートフォン/タブレット端末からMR-WI04WHへ

スマートフォン / タブレット端末で撮影した動画、写真データなどを
メディアに保存（⇒25ページ）

Wi-Fi 通信
MR-WI04WH

スマートフォン
タブレット端末

動画データ

写真データ

電話帳データの保存（バックアップ）（⇒41ページ）
スマートフォン / タブレット端末内の電話帳データをメディアに保存

Wi-Fi 通信

スマートフォン
タブレット端末

MR-WI04WH電話帳データ

電話帳データ
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画面の構成
File.Cloud について

画面の構成
File Cloud を起動すると、次の画面が表示されます。

②共有フォルダー

⑦ファイルの種類
⑧ファイル一覧

⑨操作メニュー

①フォルダー名

③ File.Cloud

⑥戻る
④ローカル

⑤機能メニュー
共有フォルダー一覧画面

ファイル一覧画面

①フォルダー名
選択しているフォルダーの名前が表示されます。
共有フォルダー一覧画面では「File Cloud」と表示されます。
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画面の構成
File.Cloud について

②共有フォルダー
メディアの共有フォルダーが一覧表示されます。共有フォルダー
をタップすると、共有フォルダー内のフォルダーおよびファイル
が表示されます。

③ File Cloud
MR-WI04WH に挿入したメディアにアクセスします。

④ローカル
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。

⑤機能メニュー
機能メニューが表示されます。
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画面の構成
File.Cloud について

機能メニューでは、次のことができます。

編集 画面下部にファイルの操作メニューが表示され
ます。⇒12ページ

転送ファイル
リスト

転送ファイルリストを表示して履歴をクリアし
ます。⇒29ページ

プレイリスト プレイリストの音楽ファイルを登録解除します。
⇒39ページ

電話帳の.
バックアップ

スマートフォン / タブレット端末内の電話帳デー
タをメディアにバックアップしたり、バックアッ
プした電話帳を復元したりすることができます。
⇒41ページ

セットアップ
スライドショー、セキュリティー、システムに
関する設定、ステータスの確認、ブリッジモー
ドでの接続ができます。⇒64ページ

About File Cloud のバージョンが表示されます。

⑥戻る
1 つ前のフォルダーに戻ります。

⑦ファイルの種類
操作するファイルの種類を選択します。ファイル一覧画面でタッ
プすると、選択した種類のファイルのみが表示されます。
対応するファイルの種類は、次のとおりです。

音楽 .mp3/.wav/.m4a/.aac
動画 .mp4/.mov/.3gp/.m4v
写真 .jpg/.png/.gif/.bmp
文書 .txt/.pdf/.csv/.dox/.docx/xls/.xlsx/.ppt/.pptx/.xml

⑧ファイル一覧
共有フォルダー内のフォルダーおよびファイルが一覧表示されます。
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画面の構成
File.Cloud について

⑨操作メニュー
機能メニューで「編集」をタップすると、画面下部にファイルの操
作メニューが表示されます。
操作メニューでは、次のことができます。

＋フォルダー 新しいフォルダーを作成します。
⇒31ページ

転送 メディアとスマートフォン / タブレット端末間
でファイルを転送します。⇒22ページ

削除 ファイルまたはフォルダーを削除します。
⇒33ページ

＋プレイリスト
新しいプレイリストを作成します。
プレイリストに登録した音楽ファイルだけを再
生できます。⇒37ページ

名前の変更 ファイルまたはフォルダーの名前を変更します。
⇒35ページ
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ファイルを再生する

ファイルの操作

ファイルを再生する

	●音楽を再生する

1	共有フォルダー一覧画面を表示し、再生したいファイルを
保存しているメディアの共有フォルダーをタップします。

2	再生するファイルをタップします。
「ファイルの種類」で「音楽」をタップすると、ファイル一覧
画面に音楽ファイルのみが表示されます。

音楽ファイルが再生されます。
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ファイルを再生する
ファイルの操作

音楽ファイルの再生方法

再生時間スライダー

一時停止 /再生

ファイル名

総再生時間

次の曲

繰り返し再生方法

音量スライダー

戻る
現在の
再生時間

前の曲

戻る 再生を終了し、音楽再生画面を閉じます。
ファイル名 再生中の曲のファイル名が表示されます。
繰り返し再生方法 タップするごとに、繰り返し再生の方法を変

更します。
：すべての曲を繰り返し再生します。

：ランダムに曲を繰り返し再生します。

：再生中の曲を繰り返し再生します。

現在の再生時間 再生中の曲の現在の再生時間が表示されます。
総再生時間 総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。

前の曲 1 つ前の曲を先頭から再生します。
一時停止 /再生 一時停止 / 再生します。
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ファイルを再生する
ファイルの操作

次の曲 次の曲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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ファイルを再生する
ファイルの操作

	●動画を再生する

1	共有フォルダー一覧画面を表示し、再生したいファイルを
保存しているメディアの共有フォルダーをタップします。

2	再生するファイルをタップします。
「ファイルの種類」で「動画」をタップすると、ファイル一覧
画面に動画ファイルのみが表示されます。

アプリが立ち上がり、動画ファイルが再生されます。
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ファイルを再生する
ファイルの操作

動画ファイルの再生方法
動画ファイルの再生方法は、アプリによって異なります。

再生時間スライダー

一時停止 /再生

現在の再生時間 総再生時間

次の動画音量スライダー

完了

前の動画

戻る 再生を終了し、音楽再生画面を閉じます。
現在の再生時間 再生中の曲の現在の再生時間が表示されます。
総再生時間 総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。

前の動画 1 つ前の動画を先頭から再生します。
一時停止 /再生 一時停止 / 再生します。
次の動画 次の動画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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ファイルを再生する
ファイルの操作

	●写真を表示する

1	共有フォルダー一覧画面を表示し、表示したいファイルを
保存しているメディアの共有フォルダーをタップします。

2	表示するファイルをタップします。
「ファイルの種類」で「写真」をタップすると、ファイル一覧
画面に写真ファイルのみが表示されます。

写真ファイルが表示されます。
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ファイルを再生する
ファイルの操作

写真ファイルの表示方法

ファイル名
保存

次の写真

戻る

前の写真
一時停止 /再生

戻る 表示を終了し、写真表示画面を閉じます。
保存 表示中の写真をスマートフォン / タブレット

端末の「写真」フォルダーに保存します。
ファイル名 表示中の写真のファイル名が表示されます。
前の写真 1 つ前の写真を表示します。
一時停止 /再生 スライドショーを一時停止 / 再生します。
次の動画 次の写真を表示します。

写真を左右にフリックして、写真を切り替えることができます。
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ファイルを再生する
ファイルの操作

	●文書を表示する

1	共有フォルダー一覧画面を表示し、表示したいファイルを
保存しているメディアの共有フォルダーをタップします。

2	表示するファイルをタップします。

文書ファイルが表示されます。
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ファイルを再生する
ファイルの操作

文書ファイルの表示方法

ファイル名
保存戻る

戻る 表示を終了し、文書表示画面を閉じます。
保存 表示中の文書をスマートフォン / タブレット

端末に保存します。
ファイル名 表示中の文書のファイル名が表示されます。

文書を上下にフリックして、ページを切り替えることができます。
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ファイルを転送する
ファイルの操作

ファイルを転送する

	●メディアからスマートフォン/タブレット端末に転送する
メディアからスマートフォン / タブレット端末に選択したファイルを
転送する方法について説明します。

1	共有フォルダー一覧画面を表示し、転送したいファイルを
保存しているメディアの共有フォルダーをタップします。

2	「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」
をタップします。
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ファイルを転送する
ファイルの操作

3	「転送」をタップします。

4	転送するファイルをタップしてチェックを入れ、「転送する
ファイル数」をタップします。

フォルダーにチェックを入れると、フォルダー内のファイ
ルがすべて転送されます。



24

目次へ

ファイルを転送する
ファイルの操作

5	転送先のスマートフォン /タブレット端末のフォルダーを
表示し、「OK」をタップします。
確認メッセージが表示されます。

6	「保存」をタップします。
転送が開始されます。転送が完了すると、転送先のフォルダーに
ファイルが保存されます。
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ファイルを転送する
ファイルの操作

	●スマートフォン/タブレット端末からメディアに転送する
スマートフォン / タブレット端末からメディアに選択したファイルを
転送する方法について説明します。

1	共有フォルダー一覧画面で「ローカル」をタップし、スマー
トフォン /タブレット端末のローカルフォルダーを表示し
ます。
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ファイルを転送する
ファイルの操作

2	「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」
をタップします。

3	「転送」をタップします。

4	｢ローカル」をタップします。
「アルバム」を選択した場合は、スマートフォン / タブレッ
ト端末内の写真を選択できます。
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ファイルを転送する
ファイルの操作

5	転送するファイルをタップしてチェックを入れ、「転送する
ファイル数」をタップします。

フォルダーにチェックを入れると、フォルダー内のファイ
ルがすべて転送されます。
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ファイルを転送する
ファイルの操作

6	転送先のメディアのフォルダーを表示し、「OK」をタップ
します。

「転送リスト内のファイルの転送を開始します」と表示されます。

転送が開始されます。転送が完了すると、転送先のフォルダーに
ファイルが保存されます。

• 転送先のフォルダーが異なる場合は、転送先のフォルダーごと
にファイルを転送してください。

• 転送したファイルを確認する場合は、機能メニューの「転送
ファイルリスト」をタップすると転送したファイルの一覧が表
示されます。
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ファイルを転送する
ファイルの操作

	●転送ファイルリストを表示して履歴をクリアする
転送ファイルリストを表示して、リストから転送したファイルの履歴
をクリアする方法について説明します。

1	メディアからスマートフォン / タブレット端末への転送
ファイルリストを表示する場合は「File	Cloud」、スマート
フォン /タブレット端末からメディアへの転送ファイルリ
ストを表示する場合は「ローカル」のいずれかのファイル一
覧画面を表示します。

2	「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「転送
ファイルリスト」をタップします。
転送ファイルリストが表示されます。
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ファイルを転送する
ファイルの操作

3	クリアするファイルをタップしてチェックを入れ、「クリ
ア」をタップします。

4	「OK」をタップします。
転送ファイルリストの選択したファイルがクリアされます。
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ファイルやフォルダーを管理する
ファイルの操作

ファイルやフォルダーを管理する

	●新しいフォルダーを作成する

1	新しいフォルダーを作成するフォルダーを表示して「メ
ニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」を
タップします。

2	「+フォルダー」をタップします。
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ファイルやフォルダーを管理する
ファイルの操作

3	新しいフォルダーの名前を入力し、「OK」をタップします。
フォルダーが作成されます。
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目次へ

ファイルやフォルダーを管理する
ファイルの操作

	●ファイルやフォルダーを削除する

1	削除するファイルまたはフォルダーを表示して「メニュー」
をタップし、表示された機能メニューで「編集」をタップし
ます。

2	「削除」をタップします。
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目次へ

ファイルやフォルダーを管理する
ファイルの操作

3	削除するファイルまたはフォルダーをタップしてチェック
を入れ、「削除」をタップします。

4	「OK」をタップします。
選択したファイルまたはフォルダーが削除されます。
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目次へ

ファイルやフォルダーを管理する
ファイルの操作

	●ファイルやフォルダーの名前を変更する

1	名前を変更するファイルまたはフォルダーを表示して「メ
ニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」を
タップします。

2	 をタップし、「名前を変更」をタップします。
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目次へ

ファイルやフォルダーを管理する
ファイルの操作

3	名前を変更するファイルまたはフォルダーをタップしま
す。

4	新しいファイルまたはフォルダーの名前を入力し、「OK」
をタップします。
ファイルまたはフォルダーの名前が変更されます。



37

目次へ

聞きたい音楽のみを好きな順番で再生する
ファイルの操作

聞きたい音楽のみを好きな順番で再生する
• プレイリストを作成して音楽ファイルを登録すると、登録した音楽
ファイルだけを順番に再生できます。

• プレイリストに登録できるファイルの種類は、音楽ファイルのみです。

	●プレイリストを作成する

1	プレイリストを作成するファイルを表示して「メニュー」を
タップし、表示された機能メニューで「編集」をタップしま
す。

2	「+プレイリスト」をタップします。
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目次へ

聞きたい音楽のみを好きな順番で再生する
ファイルの操作

3	再生したい順番に音楽ファイルをタップしてチェックを入
れ、「プレイリストに追加」をタップします。
チェックを入れた順番でプレイリストに音楽ファイルが登録され
ます。
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目次へ

聞きたい音楽のみを好きな順番で再生する
ファイルの操作

	●プレイリストの音楽ファイルを登録解除する

1	「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「プレイ
リスト」をタップします。

2	「操作」をタップします。
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目次へ

聞きたい音楽のみを好きな順番で再生する
ファイルの操作

3	登録解除するファイルをタップしてチェックを入れ、「削
除」をタップします。

4	「OK」をタップします。
選択した音楽ファイルが登録解除されます。
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目次へ

電話帳データを保存する（バックアップ）

機能メニューの「電話帳のバックアップ」では、スマートフォン / タ
ブレット端末の電話帳データを File Cloud の「ローカル」フォルダに
にバックアップできます。バックアップした電話帳データは、MR-
WI04WH に挿入したメディアを経由して、他のスマートフォン / タ
ブレット端末などに復元できます。

電話帳データを保存する（バックアップ）
スマートフォン / タブレット端末内の電話帳データをメディアに保存
します。
すべての連絡先を一括保存する方法と、連絡先を個別に選択して保存
する方法があります。

	●すべての連絡先を一括保存する

1	共有フォルダー一覧画面で「ローカル」をタップし、スマー
トフォン /タブレット端末のローカルフォルダーを表示し
ます。

電話帳のバックアップ
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目次へ

電話帳データを保存する（バックアップ）
電話帳のバックアップ

2	「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「電話帳
のバックアップ」をタップします。

3	「一括保存」をタップします。
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目次へ

電話帳データを保存する（バックアップ）
電話帳のバックアップ

4	保存する電話帳データのファイル名を入力します。

電話帳データの保存形式は、「vcf 形式」のみです。
「vcf 形式」とは、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。

5	複数の連絡先の保存方法を選択します。

1 つの vcf ファイル
にまとめる

すべての連絡先データを 1 つの vcf ファイ
ルとして保存します。

複数の vcf ファイル
を生成

連絡先データを 1 件ずつの vcf ファイルと
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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目次へ

電話帳データを保存する（バックアップ）
電話帳のバックアップ

6	「保存」をタップし、「はい」をタップします。
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」をタップし、「戻る」をタッ
プします。
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目次へ

電話帳データを保存する（バックアップ）
電話帳のバックアップ

電話帳データは、ローカルフォルダーに保存されます。

	●連絡先を個別に選択して保存する

1	共有フォルダー一覧画面で「ローカル」をタップし、スマー
トフォン /タブレット端末のローカルフォルダーを表示し
ます。
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目次へ

電話帳データを保存する（バックアップ）
電話帳のバックアップ

2	「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「電話帳
のバックアップ」をタップします。

3	「個別に保存」をタップします。
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目次へ

電話帳データを保存する（バックアップ）
電話帳のバックアップ

4	「選択」をタップします。

連絡先をタップすると、連絡先の詳細が表示されます。

「戻る」をタップすると、リスト画面に戻ります。
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目次へ

電話帳データを保存する（バックアップ）
電話帳のバックアップ

5	保存する連絡先をタップしてチェックを入れ、「保存」を
タップします。

• 続けてタップし、複数の連絡先を連続して選択できます。
• すべての連絡先を選択する場合は、「全選択」をタップします。
• 選択している連絡先を再度タップすると、選択が解除され
ます。

• 選択しているすべての連絡先の選択を解除する場合は、「中
止」をタップします。

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。
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目次へ

電話帳データを保存する（バックアップ）
電話帳のバックアップ

6	保存する電話帳データのファイル名を入力します。

電話帳データの保存形式は、「vcf 形式」のみです。
「vcf 形式」とは、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。

7	複数の連絡先の保存方法を選択します。

1 つの vcf ファイル
にまとめる

すべての連絡先データを 1 つの vcf ファイ
ルとして保存します。

複数の vcf ファイル
を生成

連絡先データを 1 件ずつの vcf ファイルと
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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目次へ

電話帳データを保存する（バックアップ）
電話帳のバックアップ

8	「転送」をタップし、「はい」をタップします。
連絡先の保存を開始します。

9	連絡先の保存が終わったら「OK」をタップし、「戻る」をタッ
プします。
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目次へ

電話帳データを保存する（バックアップ）
電話帳のバックアップ

電話帳データは、ローカルフォルダーに保存されます。



52

目次へ

電話帳データを書き込む（移行）
電話帳のバックアップ

電話帳データを書き込む（移行）
バックアップした電話帳データを他のスマートフォン / タブレット端
末に書き込む方法について説明します。
① File Cloud のローカルフォルダーにバックアップした電話帳デー

タを、MR-WI04WH に挿入したメディアに転送します。
② その電話帳データを書き込む別のスマートフォン / タブレット端末

のローカルフォルダーに転送します。
③ メディアから転送した電話帳データを復元し、別のスマートフォン

/ タブレット端末に電話帳データを書き込みます。

	●バックアップした電話帳データをメディアに転送する

1	共有フォルダー一覧画面で「ローカル」をタップし、スマー
トフォン /タブレット端末のローカルフォルダーを表示し
ます。
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目次へ

電話帳データを書き込む（移行）
電話帳のバックアップ

2	「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」
をタップします。

3	「転送」をタップします。

4	｢ローカル」をタップします。
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目次へ

電話帳データを書き込む（移行）
電話帳のバックアップ

5	転送する電話帳データをタップしてチェックを入れ、「転送
するファイル数」をタップします。

6	転送先のメディアのフォルダーを表示し、「OK」をタップ
します。

「転送リスト内のファイルの転送を開始します」と表示されます。
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目次へ

電話帳データを書き込む（移行）
電話帳のバックアップ

転送が開始されます。転送が完了すると、転送先のフォルダーに
電話帳データが保存されます。

転送したファイルを確認する場合は、機能メニューの「転送ファ
イルリスト」をタップすると転送したファイルの一覧が表示され
ます。

7	「キャンセル」をタップします。
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目次へ

電話帳データを書き込む（移行）
電話帳のバックアップ

	●別のスマートフォン /タブレット端末にメディアの電
話帳データを転送する

1	MR-WI04WHと別のスマートフォン /タブレット端末を
Wi-Fi で接続し、File	Cloud を起動します。

2	メディアに保存した電話帳データを表示します。
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目次へ

電話帳データを書き込む（移行）
電話帳のバックアップ

3	「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「編集」
をタップします。

4	「転送」をタップします。
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目次へ

電話帳データを書き込む（移行）
電話帳のバックアップ

5	転送する電話帳データをタップしてチェックを入れ、「転送
するファイル数」をタップします。

6	転送先のスマートフォン /タブレット端末のフォルダーを
表示し、「OK」をタップします。

「転送リスト内のファイルの転送を開始します」と表示されます。
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目次へ

電話帳データを書き込む（移行）
電話帳のバックアップ

転送が開始されます。転送が完了すると、転送先のフォルダーに
電話帳データが保存されます。

転送したファイルを確認する場合は、機能メニューの「転送ファ
イルリスト」をタップすると転送したファイルの一覧が表示され
ます。

7	「キャンセル」をタップします。

MR-WI04WHと別のスマートフォン /タブレット端末をWi-Fi で接
続し、File.Cloud を起動したままの状態で、⇒60ページ「別のス
マートフォン/タブレット端末に電話帳データを書き込む」へ進んでくだ
さい。
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目次へ

電話帳データを書き込む（移行）
電話帳のバックアップ

	●別のスマートフォン /タブレット端末に電話帳データ
を書き込む

1	共有フォルダー一覧画面で「ローカル」をタップし、ローカ
ルフォルダーで電話帳データをタップします。

2	「OK」をタップします。
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目次へ

電話帳データを書き込む（移行）
電話帳のバックアップ

3	「選択」をタップします。

連絡先をタップすると、連絡先の詳細が表示されます。

「戻る」をタップすると、リスト画面に戻ります。
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目次へ

電話帳データを書き込む（移行）
電話帳のバックアップ

4	読み込む連絡先をタップしてチェックを入れ、「電話帳へ登
録」をタップします。

• 続けてタップし、複数の連絡先を連続して選択できます。
• すべての連絡先を選択する場合は、「全選択」をタップします。
• 選択している連絡先を再度タップすると、選択が解除され
ます。

• 選択しているすべての連絡先の選択を解除する場合は、「中
止」をタップします。

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。
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目次へ

電話帳データを書き込む（移行）
電話帳のバックアップ

5	「重複登録」をタップします。
連絡先の書き込みを開始します。

6	連絡先の書き込みが終わったら「OK」をタップし、「戻る」
をタップします。

スマートフォン/タブレット端末の電話帳に連絡先が追加されます。
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目次へ

セットアップ画面を表示する

機能メニューの「セットアップ」では、スライドショー、セキュリティー、
システムに関する設定、ステータスの確認、ブリッジモードでの接続
ができます。

セットアップ画面を表示する

1	「メニュー」をタップし、表示された機能メニューで「セット
アップ」をタップします。
セットアップ画面が表示されます。

セットアップ
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目次へ

セットアップ画面を表示する

セットアップ画面

スライドショー
ステータス
ネットワーク
セキュリティー
システム

スライドショー 写真の表示間隔や切替方法を設定または変更できま
す。⇒66ページ

ステータス MR-WI04WH に関するさまざまなステータス情報
を確認できます。⇒68ページ

ネットワーク MR-WI04WH を無線ルータなどと Wi-Fi 通信接続
（ブリッジモード）し、MR-WI04WH 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
に接続できます。⇒70ページ

セキュリティー MR-WI04WH とスマートフォン / タブレット端末
を Wi-Fi で接続するときのセキュリティー形式とパ
スワードを設定または変更できます。⇒73ページ

システム SSID/ デバイス名、管理者のユーザー名とパスワー
ドを設定または変更できます。⇒76ページ
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目次へ

スライドショーを設定する
セットアップ

スライドショーを設定する
写真の表示間隔や切替方法を設定または変更できます。

1	セットアップ画面で「スライドショー」をタップします。
スライドショー画面が表示されます。

2	「間隔」をタップし、1枚の写真を表示する時間（秒）をタッ
プします。
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目次へ

スライドショーを設定する
セットアップ

3	「効果」をタップし、次の写真に切り替えるときの効果を
タップします。

無し 効果を使用しません。
キューブ 立方体を手前から奥へ転がすようにして、表示

中の写真を次の写真に切り替えます。
カール ページをめくるようにして、表示中の写真を次

の写真に切り替えます。
スライドアウト 左上に吸い込まれるようにして、表示中の写真

を次の写真に切り替えます。
さざなみ 波打つようにして、表示中の写真を次の写真に

切り替えます。
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目次へ

ステータスを確認する
セットアップ

ステータスを確認する
MR-WI04WH に関するさまざまなステータス情報を確認できます。

1	セットアップ画面で「ステータス」をタップします。
ステータス画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は、
ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をタップしてくだ
さい。
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目次へ

ステータスを確認する
セットアップ

SSID 現在使用中の SSID が表示されます。
ファームウェア
バージョン

ファームウェアのバージョンが表示されます。

日 /時 現時刻が表示されます。
接続形式 MR-WI04WH との接続形式が表示されます。
WAN.IP 現在の WAN IP アドレスが表示されます。
WAN.
MACアドレス

MR-WI04WH の WAN 側の MAC アドレスが
表示されます。

LAN.IP 現在の LAN IP アドレスが表示されます。
MACアドレス MR-WI04WH の LAN 側の MAC アドレスが

表示されます。
チャンネル 現在のチャンネルモードが表示されます。
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目次へ

ブリッジモードで接続する
セットアップ

ブリッジモードで接続する
MR-WI04WH を無線ルータなどと Wi-Fi 通信接続（ブリッジモード）
し、MR-WI04WH 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できます。

1	セットアップ画面で「ネットワーク」をタップします。
ネットワーク画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は、
ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をタップしてくだ
さい。
ユーザー名とパスワードは、システム画面で変更できます。
詳細は、⇒76ページ「SSID/デバイス名と管理者を設定す
る」を参照してください。
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目次へ

ブリッジモードで接続する
セットアップ

2	「ホットスポットを探す」をタップし、接続するホットス
ポットをタップします。

3	「パスワード」をタップして、パスワードを入力し、「適用」
をタップします。
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目次へ

ブリッジモードで接続する
セットアップ

4	30 秒間待ち、確認メッセージが表示されたら、「OK」をタッ
プします。

MR-WI04WH 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できるか、確認してください。
ブリッジモード中は、Bridge LED が点灯します。
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目次へ

ネットワークセキュリティーを設定する
セットアップ

ネットワークセキュリティーを設定する
MR-WI04WH とスマートフォン / タブレット端末を Wi-Fi で接続す
るときのセキュリティー形式とパスワードを設定または変更できます。

1	セットアップ画面で「セキュリティー」をタップします。
セキュリティー画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は、
ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をタップしてくだ
さい。
ユーザー名とパスワードは、システム画面で変更できます。
詳細は、⇒76ページ「SSID/デバイス名と管理者を設定す
る」を参照してください。
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目次へ

ネットワークセキュリティーを設定する
セットアップ

2	セキュリティー形式をタップし、設定するセキュリティー
形式をタップします。

3	「新しいパスワード」をタップして、パスワードを入力し、「適
用」をタップします。
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目次へ

ネットワークセキュリティーを設定する
セットアップ

4	30 秒間待ち、確認メッセージが表示されたら、「OK」をタッ
プします。

MR-WI04WH とスマートフォン / タブレット端末を Wi-Fi で接
続できるか、確認してください。
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目次へ

SSID/ デバイス名と管理者を設定する
セットアップ

SSID/ デバイス名と管理者を設定する
SSID/ デバイス名、管理者のユーザー名とパスワードを設定または変
更できます。

1	セットアップ画面で「システム」をタップします。
システム画面が表示されます。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合は、
ユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をタップしてくだ
さい。
ユーザー名とパスワードは、システム画面で変更できます。
詳細は、⇒76ページ「SSID/デバイス名と管理者を設定す
る」を参照してください。
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目次へ

SSID/ デバイス名と管理者を設定する
セットアップ

2	Wi-Fi接続で使用するSSIDを入力し、「適用」をタップします。

SSID と PASS を変更した場合、付属のペアリング用QR
コードシートでペアリングができなくなります。

3	30 秒間待ち、確認メッセージが表示されたら、「OK」をタッ
プします。

MR-WI04WH とスマートフォン / タブレット端末を Wi-Fi で接
続できるか、確認してください。
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目次へ

SSID/ デバイス名と管理者を設定する
セットアップ

4	「ユーザー名」をタップして、ユーザー名を入力します。
	 「パスワード」をタップして、パスワードを入力し、「適用」
をタップします。

• 管理者のユーザー名とパスワードは、セットアップのネットワー
ク画面、セキュリティー画面、システム画面を表示するときに入
力します。

• 「ユーザー名」と「パスワード」の初期値は、「admin」です。
•.ユーザー名とパスワードが初期値のままだと、各種設定情
報を自由に閲覧したり、パスワードを変更したりすること
ができます。ユーザー名とパスワードの変更をおすすめし
ます。
•.変更後のユーザー名とパスワードを忘れないでくださ
い。変更後のユーザー名とパスワードを忘れると、MR-
WI04WHをリセットする必要があり、すべての設定が初
期化されます。
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