
■別売のUSB 給電アダプター※２＋本製品の
　USBケーブルで給電

手順 1 無線LANルーターにつなぐ
（ルーターモード) 
（アクセスポイントモード）

別売、またはホテルに設置されている LAN
ケーブルを、ホテルの客室にある LAN 端子と本
製品の ETHERNET ポートに接続します。

本製品の特長
①以下の 3つの方法で手軽に無線 LAN に接続できます。
❶ ホテルの LAN 端子へ安全に接続する（ホテルルーターモード）
❷ 

ホテルのLAN端子へ簡単に接続する（アクセスポイントモード）

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。

本紙の「電源の取りかた」を参考に電源を取り
ます。

本製品のランプの状態が以下の表の状態に
なっていることを確認します。

「手順２ 接続」を参考にネットワークに接続し
てください。

ホテルのLAN端子

LANケーブル

（別売）

ルーター左側面

USBケーブル コンセント

ルーター正面
別売の
USB給電アダプター※２

ETHERNETポート

■ パソコン(※1)やTVなどのUSBポート＋本製品の
　 USBケーブルで給電

電源の取りかた

USBケーブルルーター正面

❸アクセスポイントモード
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③             ② ①
① ETHERNETランプ　       緑色点灯あるいは緑色点滅

③ WPS/RESETランプ　　消灯
② WLANランプ 緑色点灯あるいは緑色点滅
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❸
有線LANを無線化する（無線子機（コンバーター）モード）

②

❷無線子機（コンバーター）モード

❶ルーターモード
本機の初期値です。
ホテルのLAN端子から、無線LAN子機（スマートフォン、ゲー
ム機など）を利用してインターネットへアクセスする場合には
こちらの設定でご利用下さい。

本書では主にルーターモードにおける
接続および利用方法についてご案内致します。

有線LAN子機（TVやレコーダ、デスクトップPCなど）を無
線化するためのモードです。設定方法については同梱
の設定手順書②「無線子機（コンバーター）モードの設
定方法」ご参照ください。

同一ネットワーク内に存在する他の無線LAN子機（プリ
ンターやNASなど）を利用するためのモードです。
設定方法については弊社サイトよりユーザーズマニュア
ルをダウンロードし、該当項目をご確認下さい。

B Windows 10/8.1/8

A スマートフォン/タブレット（iOS/Android）

手順 2 接続
接続する端末ごとに接続手順を説明します。

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。

「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。

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
。すましクッリクを］へ次［、し力入手を）桁31（」ーキ号暗「の

「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ブラウザーが起動した場合は、「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ブラウザー（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。
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本製品の［WPS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」が点滅
を始めます。

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。

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。

画面の指示に従い、最後に［閉じる］ボタン
タップします。

［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。

設、しルートスンイを）料無（』knil RQ『リプア定設単簡
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ブラウザー（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。

※1

※1

（これらのQRコードは見本です｡）

※1

※1.パソコンのUSBポートから給電する場合､給電不足により動作が不安定に
なったりご利用いただけないことがあります｡その場合は､5V/1A以上の
出力を持つUSB電源供給アダプターをご利用ください｡

※2. 5V/1A以上の出力を持つUSB電源供給アダプターをご利用ください｡

※1.パソコンのUSBポートから給電する場合､給電不足により動作が不安定
になったりご利用いただけないことがあります｡その場合は､5V/1A以上の
出力を持つUSB電源供給アダプターをご利用ください｡

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。

〈Windows 8.1/8の場合〉

1 画面右下のタスク
トレイにあるアイ
コンをクリックし、
接 続 先 一 覧を表
示します。

（表示後　     へ進む）

〈Windows 10の場合〉
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Ｅ PS Vita

「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。

本画面が表示されれば、設定は終了です。

F 3DSD Mac OS
画面左上の［アップルメニュー］をクリックし

。すましクッリクを］定設境環ムテスシ［、て

［ネットワーク］をクリックします。

AirMac の「状況」が「入」になっていることを
確認します。

パスワードの入力画面が表示されるので、上記
の暗号キー（13桁）を入力して［OK］をクリック
します。

「ネットワーク名」のリストの中から、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。

▲ 以上で設定は完了です。
ホテルによっては、Webブラウザー（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。

❶「設定」をタップ

プッタを」SPW「 ❸

→次の画面で「ネットワーク」
　をタップ

❷「Wi-Fi設定」をタップ

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。

「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。

本画面が表示されれば、設定は終了です。

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

プッタを］SPW［ ❸
→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

WPS

WPS

ホームページでも各種端末の
詳しい接続手順を確認できます。
「えれさぽ」で検索してください。

ホテル用無線LANルータ
WRH-300xx2シリーズ
ポータル設定サイト
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5872

C Windows 7/Vista/XP
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。

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。

「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
クッリクを］...ズイマタスカ［ ②

、けつをクッェチに］るす示表を定設と知通のて全にーバクスタ［ ③
　［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」
。すましクッリクを］KO［、し力入手を）桁31（」ーキ号暗「の内

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。

▲ 以上で設定は完了です。
ホテルによっては、Webブラウザー（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。
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本製品の［WPS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」が点滅
を始めます。
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