
電池パックの充電には、付属の電源アダプタまたはUSB
ケーブルを使用します。
◆ 標準クレードルを接続して充
電する場合
光ポータブル本体を標準ク
レードルに差し込みます。

付属の電源アダプタまたは
USBケーブルを使用します。
ケーブルの一端を標準クレード
ルのmini USBコネクターに、も
う一端を電源コンセントまたは
パソコンのUSBポートに接続し
ます。

簡単セットアップガイド　PWR-Q200（光ポータブル本体）はじめにお読みください

設定の準備をする
光ポータブル本体の電源を入れるまでの準備を

行ってください。

インターネットに接続するため

「かんたん設定」を
実施する

Step 1 Step 3Step 2

背面カバーを元通りに
取り付けます。

電池パックを挿入します。❶

❷ に

電池パックを取り付けます

充電のしかた

無線接続
Windows® 7

の場合
WPS

※(プッシュボタン式)を使って接続

無線接続
Windows
Vista®
の場合

有線接続
の場合

無線機能の付いてな
いパソコンなどをご
利用の場合はコッチ！

設定完了。
設定が完了すると液晶ディス
プレイに「WPS　設定完了し
ました」と表示されます。

接続完了。
パソコンの「ワイヤレスネット
ワークの選択」画面を確認す
ると、接続した無線ネットワー
ク名（SSID）の横に「接続」と
表示されます。

ご用意頂くもの
・お客様がご契約されている３Ｇモバイルデータ
通信／フレッツスポット／インターネットプロバイ
ダーから提供されている設定情報が分かるもの
設定１　 ３Ｇモバイルデータ通信を設定する
ご利用にならない方：「設定しない」を選択して、設
定をスキップしてください。

設定２　フレッツスポットを設定する
ご利用にならない方：「設定しない」を選択して、設
定をスキップしてください。

設定３　フレッツ光を設定する
お客様がご利用になりたい、本体・ルータ・標準ク
レードル・パソコンなどの接続構成を選択いただい
て、画面にしたがって設定を進めてください。

標準クレードルのスイッチを「LAN」の位置に切り
替えます。

LANに
切り替え

「ワイヤレスネットワーク接続」の画面
にて光ポータブル本体のSSID1を
選択し、「自動的に接続する」にチェッ
クを入れ、［接続］をクリックします。

①選択

②クリック

「ネットワークに接続」画面にて確認
した光ポータブル本体のSSID1を
選択し、［接続］をクリックします。
「PINコード入力画面」が表示され
た場合、｢代わりに、ネットワーク
キーまたはパスフレーズを入力す
る必要があります｣ をクリックし
ます。

②クリック②クリック
①選択

暗号化キーを入力する画面が表示
されます。暗号化キーを「ネットワー
クキー」と「ネットワークキーの確認
入力」の両方に入力し、［接続］をク
リックします。

②クリック

①入力

「ワイヤレス ネットワークの選択」画
面にて、 光ポータブル本体のＳＳＩＤ
１を選択後、[接続]ボタンをクリック
します 。

②クリック

①選択

無線で接続できた！

接続完了。
パソコンの「ネットワークに接
続」画面を確認すると、接続し
た無線ネットワーク名（ＳＳＩＤ）
の横に「接続」と表示されま
す。

無線で接続できた！

「ネットワークに接続」の画面が表示
されたら光ポータブル本体のSET
ボタンを3秒以上押します。

暗号化キーの入力
不要！
そのままお待ちく
ださい。

SETボタン

3秒以上
押下

液晶ディスプレイに「簡単設定　設
定を開始します」と表示されます。
※  接続できない場合は暗号化キー
を入力し［OK］をクリックしてくだ
さい。

無線接続
Windows® XP

の場合

かんたん設定をクリックしてください。あとは画
面の指示にしたがって設定を行ってください。

［かんたん設定］では、以下の順序で設定
画面が出てきます。

クリック

電源ON: 電源ボタンを
3秒押すと、LEDラン
プが赤く点滅します。こ
れは、光ポータブル本
体の電源がＯＮになり、
起動を開始したことを
示します。

電源OFF：電源ボタンを約3秒押し続けると、ランプが消え、
光ポータブル本体の電源がOFFになったことを示します。

電源ボタン

電源を入れます

ワイヤレスネットワークアイコンを
（右）クリック

暗号化キーの入力／
またはＷＰS接続 接続完了（接続確認）PWR-Q200（光ポータブル本体）の

SSIDを選択

暗号化キーを入力する画面が表示
されます。
暗号化キーを入力後、［接続］をク
リックします。

②クリック

①入力

インターネットへの接続設定を実施するために、

光ポータブル本体とパソコンをつなぐ
接続したい端末の種類に応じて接続方法が異なります。お使いの端末に応じて設定を進めてください。

Windows®のパソコン以外の端末で接続する場合は、裏面をご参照ください。

タスクトレイにあ
るワイヤレスネット
ワークアイコンをク
リックします。

タスクトレイにあ
るワイヤレスネット
ワークアイコンを右
クリックします。

タスクトレイにあ
るワイヤレスネット
ワークアイコンを右
クリックします。

タスクトレイは通常画面
右下にあります。

「ネットワークに接
続」をクリックします。

［利用できるワイヤレ
スネットワークの表
示］を選択します。

「ネ ト

右クリック

右クリック

クリック
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標準クレードルに、
光ポータブル本体
を取り付け、ＬＡＮ
ケーブルでパソコ
ンに接続します。

パスワード入力画面が表示されます。ユー
ザー名に「root」を入力し、パスワードは
空欄のまま［OK］をクリックしてください。

光ポータブル本体の以
下の設定を確認してくだ
さい。

 ・ SSID(pwr-q*****1）
 ・ 暗号化キー（Ｋｅｙ１）
 （13桁のKey番号）
※ 光ポータブル本体の背面
カバーを外したところに記
載されております。

確　認

SSID

暗号化キー

※ ＳＳＩＤ２は通常の場合
は表示されません。

基本情報が表
示されます。
［ログイン］を
クリックしてく
ださい。

クリック

設定完了です。
Windows®パソコン以外の無線LAN端末
を光ポータブル本体に接続する場合は裏
面の各端末の接続手順をご覧ください。

標準クレードルのLINK/ACTランプが緑点灯す
れば接続完了。

背面のカバーを外します。❶

SIMカードの金色の接点
を下側にし、切り欠きを外
に向けて図示のとおり挿
入します。

❷
外
挿

※ ３Ｇモバイルデータ通信をご利用の方のみＳＩＭ
カードを取り付けます。

POINT
Wi-Fi クレードル「PWR-Q200-OP」をご利用
になる場合は、必ず最初に「PWR-Q200-OP」
の設定をしてください。

※  パソコンとの接続ができない場合、有線LAN
接続でご利用の場合は標準クレードルのLAN/
INTERNET切替スイッチを「LAN」側にして
ください。無線LAN接続でご利用の場合は標
準クレードルから本商品を取り外してください。

パソコンのWebブラウザを立ちあげ、以下の
アドレスを入力してください。

「192.168.11.1」



eb116.jp/shop/hikari_p/q200/q200_00.html本紙に記載した内容は、2012年6月時点での情報です。PWR-Q200（光ポータブル本体）と無線LAN接続が可能な無線LANルータについては、弊社ホームページにてご確認ください。右記のホームページの動作確認状況をご確認ください。　　　▶http://we

各種端末接続ガイド PWR-Q200（光ポータブル本体）いろんな機器と無線で接続しよう！

1 HOMEメニューから［本
体設定］をタッチしたあと、
［はじめる］をタッチしま
す。

   Wii® ニンテンドー3DS™ PS Vita（PlayStation®Vita）

スマートフォン／タブレット iPhone®／
iPod touch®／iPad®

●本紙は、光iフレーム2/Wii®/ニンテンドー3DS™/PS Vita/スマートフォン/タブレット/iPhone®/iPod touch®/iPad®と本商品を無線接続
する手順を説明していますが、すべての機器との接続を保証するものではありません。本商品のインターネット接続設定については、本紙表面も
しくは付属の取扱説明書を参照してください。なお、本紙は2012年6月時点での情報です。
●本紙に記載の手順で本商品に無線接続できないときは、以下の対策を行ってください。
 ・ 各機器を本商品に近づけてから、接続設定を行ってください。
 ・ 無線ネットワーク名（SSID）と暗号化キーが正しいことを確認してください。
 ※ 暗号化キーの確認は暗号化キーの入力を行った場合のみ実施してください。
 ・ 各機器の最新の取扱説明書を参照し、接続設定を行ってください。
Wii・ニンテンドー3DSは任天堂の登録商標または商標です。
「PlayStation」および「プレイステーション」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
「PS Vita」は同社の商標です。また、「PlayStation®Vita」は同社の商品です。
©Sony Computer Entertainment Inc.
「Android™ 」は、Google Inc. の商標または登録商標です。 
iPhone®、iPod touch®、iPad®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
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★無線ネットワーク名（SSID）と暗号化キーの場所

 ここでは、Android™OSでの接続方法でご案内します。

光iフレーム2
光iフレーム2は、ソフトウェアのバージョンによ
り画面が異なります。
ご利用中のホーム画面により手順を選択してください。

1 ホーム画面から［基本
設定］をタップします。

1 ホーム画面から［設
定］をタップします。

2［ハードウェア設定］
をタップします。

2［システム設定］を
タップします。

3［ネットワーク］をタップします。

4［無線LAN設定］をタップします。

5［設定する］をタップします。

6［無線LAN簡単接続（プッシュボタン）］をタップ
します。

7「無線LAN簡単接続機能」の画面が表示されます。

▼
光ポータブル本体のSETボタンを3秒以上押して、
液晶ディスプレイに「簡単設定　設定を開始しま
す」と表示されたら放します。
※SETボタンは120秒以内に押してください。

液晶ディスプレイ
に「簡単設定　設
定を開始します」
と表示されます。

8 接続成功すると「接続に成功しました。」と表示さ
れます。

より暗号化強度の高い方式にて接続していただくた
めに、光ポータブル本体とWiiを接続する手順は、ア
クセスポイント検索による設定をご案内しております。

1［Wiiオプション］を
選択します。

2［Wii本体設定］を
選択します。

3▶で画面を移動し2の
画面を表示させ、［イン
ターネット］を選択し
ます。

4［接続設定］を選択
します。

5［未設定］の接続先
を選択します。

6［Wi-Fi接続］を選択
します。

7［アクセスポイントを
検索］を選択します。

8［OK］を選択します。

9光ポータブル本体
に記載されている
無線ネットワーク
名（SSID）を 選 択
します。
★無線ネットワーク名
（SSID）と暗号化
キーの場所を参照
してください。

!光ポータブル本体に
記載されている選択
した無線ネットワー
ク名（SSID）に該当
する暗号化キーを入
力し、［OK］を選択
します。

"［OK］を選択します。 #インターネットの接続
のテストを行います。

※ 接続テストはインター
ネットに接続した状
態で行ってください。

$接続テストが成功し
たら設定は完了です。

1［設定］をタップしま
す。

2［無線とネットワー
ク］をタップします。

3［Wi-Fi設定］をタッ
プします。

4［Wi-Fi］のチェック
ボックスをタップし、
ONにします。

5Wi-Fiネットワーク
一覧が表示された
ら、光ポータブル本
体に記載されている
無線ネットワーク名
（SSID）を選択しま
す。

6暗号化キーを入力
する画面が出てき
ます。暗号化キー
を入力して、接続
完了です。

1［設定］をタップしま
す。

2［Wi-Fi］をタップし
ます。

3ボタンをスライドし
［オフ］を［オン］に
します。

4Wi-Fiネットワーク
一覧が表示された
ら、光ポータブル本
体に記載されている
無線ネットワーク名
（SSID）を選択しま
す。

5暗号化キーを入力す
る画面が出てきます。
暗号化キーを入力し
て、接続完了です。

2［インターネット設定］を
タッチします。

3 ［インターネット接続設定］
をタッチします。

4 ［接続先の登録］をタッチし
ます。

5 ［自分で設定する］をタッ
チします。

6［らくらく無線スタート］を
タッチします。

7 光ポータブル本体のSETボタンを3秒以上押して
液晶ディスプレイに「簡単設定　設定を開始しま
す」と表示されたら放します。
次のステップまで60秒程度かかる場合があります。
※SETボタンは60秒以内に押してください。

SD

8 しばらく待って液晶ディスプレイに「らくらく　SET
ボタンを　長押してください」と表示されたらSET
ボタンを、液晶ディスプレイに「らくらく　設定完
了しました」と表示されるまで押し続けます。
※SETボタンは30秒以内に押してください。
※  「らくらく　設定しています…」と表示さ
れたら、SETボタンを放しても問題ありま
せん。この表示の表示時間は短い場合があ
ります。

SD

▼

SD

9 無線LANの設定が完了し
たら、接続テストを行いま
す。［OK］をタッチします。
※ 接続テストはインター
ネットに接続した状
態で行ってください。

［OK］

10 接続テストを行います。

11 接続テストが成功したら、
設定は完了です。［OK］
をタッチします。

［OK］

1 PS Vitaのホーム画面の［設定］→［はじめる］
もしくは［つづける］→［ネットワーク］を選択し
ます。

2［Wi-Fi設定］を選択します。

3［アクセスポイントを自動で登録する］リストから、
［らくらく無線スタート®］を選択します。

4 光ポータブル本体のSETボタンを3秒以上押し
て、液晶ディスプレイに「簡単設定　設定を開始
します」と表示されたら放します。
次のステップまで60秒程度かかる場合があ
ります。
※SETボタンは60秒以内に押してください。

SD

5 しばらく待って液晶ディスプレイに「らくらく　SET
ボタンを　長押してください」と表示されたら
SETボタンを、液晶ディスプレイに「らくらく　設
定完了しました」と表示されるまで押し続けます。
※SETボタンは30秒以内に押してください。
※  「らくらく　設定しています…」と表示さ
れたら、SETボタンを放しても問題ありま
せん。この表示の表示時間は短い場合があ
ります。

SD

SD

▼

6 登録されたら［OK］を押します。

暗号化キー

SSID

出荷時設定情報ラベル


