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かんたんセットアップガイド
ポケットルーター『WN-G150TRシリーズ』

ホテルの客室の
LANコネクターなど

スマートフォン、タブレット、
パソコン、ゲーム機など

LANケーブルを接続する11
ホテルの客室の
LANコネクターなど

ランプの状態を確認する３３
ランプ 状態

緑点灯電源

インターネット 緑点灯または点滅

橙点滅WPS

無線LANの接続設定をする２
スマートフォンの場合（QRコネクト）
簡単設定アプリ『QRコネクト』（無料）をインストールし、設定します。

ホームボタンを押し、Webブラウザー（Safari等）を起動します。
インターネットに接続できることを確認したら、以上で設定は終了です。
インターネットをお楽しみください。

ホーム画面に戻り、
インストールした［QRコネクト］をタップ

２

MADE IN TAIWAN

型番：WN-G150TRW 定格：DC12V/1.2A（最大）

SSID1：

暗号キー：

204WW
71101600

出荷時

出荷時

出荷時
SSID2：

S / N：

MAC ID：

①添付の「設定用QRコード」シール上の
　［QRコード］にカメラをかざす

３

111

→［AppStore］を開く

●iPhone/iPad
　/iPod touchの場合

●Androidの場合
→Playストア(Google Play)
またはAndroidマーケットを開く

［QRコネクト］を検索し、インストール
→画面の指示にしたがってインストールします。

接続する機器やOSにより設定手順が異なります。接続する機器またはOSの設定手順を参照してください。

設置する1

※iPhone/iPad/iPod touchは、iOS 4.0以降かつカメラ付モデルに対応しています。
※Andoird OSは、Ver 2.2以降に対応しています。
 （オートフォーカス機能のあるカメラを搭載した端末を推奨します。）

▼設置イメージ

MADE IN TAIWAN

型番：WN-G150TRW 定格：DC12V/1.2A（最大）

SSID1：

暗号キー：

204WW
71101600

出荷時

出荷時

出荷時
SSID2：

S / N：

MAC ID：

▼本製品裏面

SSID1と暗号キーをメモする４４
本製品の裏面シールに記載されている［SSID1］と［暗号キー］はパソコン
やスマートフォン等をつなぐ際に必要です。メモしてください。

MADE IN TAIWAN

型番：WN-G150TRW 定格：DC12V/1.2A（最大）

SSID1：

暗号キー：

204WW
71101600

出荷時

出荷時

出荷時
SSID2：

S / N：

MAC ID：

以上で設定は終了です。インターネットをお楽しみください。

Windows 7の場合

111 画面右下のタスクトレイにある
アイコン 　　　をクリック

2 ①［AirPortxxxxx］を選択
※“xxxxx”は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。

②［接続］ボタンをクリック

11４ ブラウザーソフト（Internet Explorer等）を起動する

ヒ
ン
ト

タスクトレイにアイコンが表示されていない場合
以下の手順でアイコンを表示してください。
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

①左の画面が表示
　されたことを確認

113

⇒そのまま画面が消えるまでお待ちください。
　設定が完了すると自動的に画面が消えます。

②本製品の［WPS］ボタンを
　約3秒間長押しして、離す

③［WPS］ランプが
　橙色に点灯する
　のを確認

ヒ
ン
ト

設定が完了しない場合
しばらく待っても画面が消えない場合は、［セキュリティキー］
に本製品の［暗号キー］を入力してください。

※インターネットにつながらない場合は、本紙裏面「こんな時にはQ&A」の
　Q1をご参照ください。

※インターネットにつながらない場合は、本紙裏面「こんな時にはQ&A」のQ1を
　ご参照ください。

Q
&
A

AppStore、Playストア（Google Play）または
Androidマーケットに接続できない場合
以下の手順で設定してください。
▼ iPhone/iPad/iPod touchの場合
　①ホーム画面から［設定］をタップ
　②［Wi-Fi］をタップ
　③［Wi-Fi］が［オフ］になっている場合
　　は、［オン］にします。
　④［AirPortxxxxx］をタップ
　※“xxxxx”は機器により異なります。
　※本製品のSSID1を選択します。

　⑤本製品の［暗号キー］（13桁）を入力
　　し、［Join］または［参加］をタップ

ホームボタンを押し、ホーム画面からWebブラウザー（Safari等）を起動し
ます。インターネットに接続できることを確認したら、接続設定は完了です。

※AppStore、Playストア(Google Play)またはAndroidマーケットに接続
　できない場合は下記Q&Aをご参照ください。

▼ Androidの場合
　①ホーム画面から［MENU］→
　　［無線ネットワーク］→
　　［Wi-Fi設定］の順にタップ
　②［Wi-Fi］にチェック
　③［AirPortxxxxx］をタップ
　※“xxxxx”は機器により異なります。
　※本製品のSSID1を選択します。
　④［パスワード］に［暗号キー］
　　を入力し、［接続］をタップ
　⑤SSIDの下に「接続」の文字が
　　表示されていることを確認

電源を接続する22
以下のいずれか一つの方法で接続し、電源を取ります。

本製品添付の
USB給電コード

▼パソコンのUSBポート+添付のUSB給電コードを使う場合

本製品添付の
USB給電コード

iPhone付属の
ACアダプター

▼iPhone付属のACアダプター+添付のUSB給電コードを使う場合

※5V、500mA供給可能なACアダプターに接続してください。

MENU

②［読み取り開始］をタップ

③QRコードを読み取り範囲内にかざす
　⇒画面の指示にしたがって操作します。

Windows 8の場合

111

以上で設定は終了です。
インターネットをお楽しみください。

①マウスを画面の右上隅にかざして
　チャームバーを表示

②［設定］をクリック②［設定］をクリック

2 無線のアイコン　　　 をクリック

３
①［AirPortxxxxx］を選択

②［接続］ボタンをクリック

※“xxxxx”は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。

左の画面が表示された
場合は、
「はい、共有をオンにして
デバイスに接続します」を
クリック

５

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

６

ヒ
ン
ト

暗号化について
●暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を
　同じ設定にする必要があります。
●暗号キーは［＊］や［●］で表示される場合があります。

①「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

４

※メッセージが表示されない場合は、
　本製品の暗号キー（13桁）を入力し、
　［次へ］をクリックします。

②本製品の［WPS］ボタンを
　約3秒間長押しして、離す

③［WPS］ランプが橙色に
　点灯するのを確認

※インターネットにつながらない場合は、本紙裏面「こんな時には
　Q&A」のQ1をご参照ください。



無線LANの接続設定をする（つづき）２ 接続する機器やOSにより設定手順が異なります。接続する機器またはOSの設定手順を参照してください。

Windows Vista®の場合

111 画面右下のタスクトレイにある
アイコン 　　　をクリック

2
［ネットワークに接続］を
クリック

3 ①［AirPortxxxxx］を選択
※“xxxxx”は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。

①［AirPortxxxxx］を選択
※“xxxxx”は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。

②［接続］ボタンを
　クリック

4

④［次へ］ボタンをクリック

5　 ①［正常に接続しま
　した］と表示され
　ていることを確認

②［閉じる］ボタンを
　クリック

以上で設定は終了です。インターネットをお楽しみください。

11６ ブラウザーソフト（Internet Explorer等）を起動する

①左の画面が表示
　されたことを確認

②本製品の［WPS］ボタンを
　約3秒間長押しして、離す

③［WPS］ランプが
　橙色に点灯する
　のを確認

※インターネットにつながらない場合は、右記「こんな時にはQ&A」の
　Q1をご参照ください。

Windows XPの場合

3 ①［ネットワークキー］と「ネットワークキーの確認入力］欄
　に本製品の［暗号キー］（13桁)を入力

②［接続］ボタン
　をクリック

111 画面右下のタスクトレイにある
アイコン 　　　をクリック

4 本製品の［SSID1］に［接続☆］と
表示されていることを確認

以上で設定は終了です。インターネットをお楽しみください。

11５ ブラウザーソフト（Internet Explorer等）を起動する

2
①［AirPortxxxxx］を選択
※“xxxxx”は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。

①［AirPortxxxxx］を選択
※“xxxxx”は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。

②［接続］ボタンを
　クリック

※インターネットにつながらない場合は、右記「こんな時にはQ&A」の
　Q1をご参照ください。

ヒ
ン
ト

暗号化について
●暗号化をおこなう場合、通信する全ての
　機器を同じ設定にする必要があります。
●暗号キーは［＊］や［●］で表示される場合
　があります。

ヒ
ン
ト

ゲーム機を接続する場合
弊社Webページより「画面で見るマニュアル」
をご参照ください。

Mac OSの場合

2

［ネットワーク］をクリック［ネットワーク］をクリック

①メニューバーに表示されている
　AirMACアイコンをクリック
①メニューバーに表示されている
　AirMACアイコンをクリック

②本製品の［SSID1］を選択②［AirPortxxxxx］を選択
※“xxxxx”は機器により異なります。
※本製品のSSID1を選択します。

4

［AirMacを入りにする］を選択し、AirMacを有効にします。

アイコンが「切］の状態になっている場合?

5 ①本製品の［暗号キー］
　（13桁）を入力

②［OK］ボタンをクリック

以上で設定は終了です。インターネットをお楽しみください。

11６ ブラウザーソフト（Safari等）を起動する

※インターネットにつながらない場合は、右記「こんな時にはQ&A」の
　Q1をご参照ください。

こんな時には Q&A

Q1 インターネットにつながらない
対処 本製品の設定画面を開き、APモードに設定してください。

Q２本製品を出荷時設定に戻す

対処 ①本製品からLANケーブルを外します。（給電した状態でおこないます。）

②本製品側面にあるWPSボタンを約10秒以上押し続けます。

③電源ランプが緑点滅したら離します。

④WPSランプが橙点滅、
　電源ランプが緑点灯になるまで
　待ちます。（約50秒）

以上で、出荷時設定に戻りました。

②［インターネットへ情報を送信するときに・・・続行しますか？］の
　メッセージが表示された場合は、［はい］をクリックします。

①本製品の設定画面を開きます。（下記の「設定画面の開き方」参照）

⑤[設定]をクリックします。

⑥本製品が再起動します。しばらくお待ちください。

⑦［OK］をクリックします。

以上で、設定は完了です。

③メニューから［インターネット］を開き、［アクセスポイント］を選択し、
　［設定］をクリックします。

別紙「必ずお読みください」および弊社Webページにある「画面で見るマニュアル」
にもQ&Aを掲載しています。併せてご参照ください。

※QRコード®は、株式会社デンソーウェーブの
　登録商標です。
※Android、Android ロゴ、Google Play、
　Google Play ロゴは、
　Google Inc.の商標または登録商標です。 

設定画面の開き方
本製品の設定画面では、本製品の詳細な設定や、設定の変更などがおこなえます。
設定画面について詳しくは弊社Webページにある「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
※設定画面は、本製品とパソコンが無線LANでつながっていれば、
　（インターネットに接続されていなくても）、設定画面が開くことができます。

Webブラウザーを起動し、 http://192.168.0.1/ にアクセス
※ http://192.168.0.1/ で設定画面が開かない場合は 
　http://192.168.1.1/ にアクセスできるかお試しください。
※アクセスポイントモードの場合は、 http://192.168.0.201 にアクセス

111 ①画面左上のアップルメニューを
　クリック

②［システム環境設定］をクリック

3 ①画面左側の［AirMac］をクリック

②「メニューバーにAirMacの状況
　を表示」にチェック
②「メニューバーにAirMacの状況
　を表示」にチェック

③［適用］をクリック

http://www.iodata.jp/r/3986

画面で見るマニュアルの開き方
「画面で見るマニュアル」では設定画面の詳細やQ&Aなどについて説明しています。
Webブラウザーを起動し、以下のURLにアクセスしてください。

http://www.iodata.jp/r/3986


