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ポータブルワイヤレスサーバー

クイックスタートガイド
スマートフォン／タブレット用
このたびはソニー製品をお買い上げいただきありがとうご
ざいます。
このガイドをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このガイドは、スマートフォン／タブレットから本機をお使
いになるときお読みください。
パソコンから本機をお使いになる場合は、下記のサイトから
「パソコン用のクイックスタートガイド」をダウンロードし
てください。

http://www.sony.net/c20/

ヘルプガイドについて

給電表示ランプ

ヘルプガイドはアプリまたはブラウザで見ることができま
す。
ヘルプガイドをアプリにダウンロードしたり、ブラウザで見
る場合にはインターネットへの接続が必要です。お使いの
機器が本機と接続中の場合は裏面の｢インターネットに接続
する」をご覧ください。

アプリで見る
はじめにヘルプガイドをお使いの機器にダウンロードしま
す。

ステータス

準備3：電源を入れる

緑

点灯

給電中、または給電可能

赤

点滅

給電エラー

（電源）ボタンを3秒以上押す。

消灯

給電OFF

• USB microBポートにパソコンなどの機器を接続された場
合、USB AポートからUSBデバイスへの給電およびデータ

ACCESS（データアクセス）ランプ
ステータス

［ヘルプ］をタップしま
Androidでは *をタップしたあと、

橙

点灯

す。
iOSでは
します。

本体ソフトウェア更新中、または異常状
態

橙

点滅

データにアクセス中

をタップし、設定画面に移り、[ヘルプ]をタップ

* 一部のAndroid機器では「 」が画面に現れないので、代わり
に画面外側のメニューキーを押してください。

ブラウザで見る
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準備2：本機を充電する

（無線LAN表示）ランプ

本機は充電式電池を内蔵しています。
充電してからお使いください。

（給電表示）ランプ
バッテリー表示ランプ

充電はパソコン、またはUSB ACアダプター（別売）で行いま
す。

（電源）ボタン
カードスロット（SDカード）

本機でできること

パソコンで充電する
本機とパソコンをUSBケーブル（同梱）でつなぐ。

NFCタッチポイント

バッテリー表示ランプ

 Wi-Fiストレージ

USBケーブル
（同梱）

*1 お使いの機器への給電用／
USBメモリーなどの接続用
*2 本機充電用／パソコン接続用

ファイルの
再生・コピー

スマートフォン

USB ACアダプター（別売）を使って充電する
USB ACアダプター（別売）を使うと、USBケーブル（同梱）と

リセットスイッチ

SDカード

無線LAN起動中は、無線LAN表示ランプが点滅し、起動が完
了すると点灯に切り替わります。
（無線LAN表示）ランプ

バッテリー表示ランプ
（電源）ボタン

ご注意
• 充電池の残量が少ないときは、バッテリー表示ランプが赤
色で点滅します。この場合は、本機を充電してください。
• ご使用の環境によっては、起動が完了するまでに時間がか
かる（数分間）ことがありますが故障ではありません。
• 本機の電源が入った状態でパソコンから充電する場合はパ
ソコンをACアダプターに接続してください。
電源を切るには
（電源）ボタンを3秒以上押す。
本機の電源が切れ、無線LAN表示ランプとバッテリー表示ラ
ンプが消灯します。

データを壊す可能性があります。取りはずす場合はデータ
アクセスランプが点滅していないことを確認してくださ
い。

USB microBポート*2
ACCESS（データアクセス）ランプ

本書では以下のような表現で説明しています。
WG-C20→「本機」
スマートフォン／タブレット→「機器」
ファイル操作アプリ（File Manager）→「アプリ」

SDカードを本機のカードスロットに挿入するか、USB機器
を本機のUSB Aポートに接続してください。
• SDカードやUSB機器をアクセス中に取りはずすと、大切な

USB Aポート*1

ガイド内の表現について

準備1：SDカードやUSB機器
を接続する
ご注意

各部のなまえ

本機の電源が入り、バッテリー表示ランプが点灯します。

アクセスはできません。またその際、給電表示ランプは消
灯します。

ランプの状態

ブラウザから（http://rd1.sony.net/help/pws/c20/jp）にア
クセスしてください。

WG-C20 シリーズ

ランプの状態

ご注意

• データ転送中は電源を切らないでください。

準備4（a）
：アプリをインストー
ルし起動する（NFCを使う場
合）
お使いの機器がNFC*に対応しているかは、各機器の取扱説
明書で確認してください。

NFCに対応していない場合は「準備4（b）：アプリをイ
ンストールする（NFCを使わない場合）」をご覧くださ
い。
* NFCとは携帯電話やICタグなど、さまざまな機器間で近距
離無線通信を行うための技術です。

アプリをインストールする
お使いの機器の設定でNFCがONになっていることをご確認
ください。
NFC機能対応の機器を本機のNFCタッチポイントにタッチ
してください。

接続してコンセントから充電できます。

タブレット

USBメモリー

WG-C20

ファイルのコピー

動作確認済み USB ACアダプターは、サポートページ
（http://www.sony.net/c20/）でご確認ください。
パソコン

 DLNA接続

バッテリー表示ランプが消灯*し、充電が完了したら、USB
ケーブルを取りはずしてください。

MACアドレス
シリアル番号

SDカード
USBメモリー

WG-C20

様々なDLNAク
ライアント機器

 おでかけ転送*

ランプの状態

ステータス

橙

点灯

充電中

橙

点灯-->消灯* 充電完了

緑

遅く点滅

バッテリー残量

多

使用時の

緑

点滅

バッテリー残量

中

バッテリー
残量表示

赤

速く点滅

バッテリー残量

少

*おでかけ転送はSeeQVaultSDメモリーカードのみ対応。対応機種と再生アプリについては
（http://www.sony.net/c20/）からご確認ください。

スマートフォン

録画番組の
ワイヤレス転送

消灯

バッテリー残量なし、
または電源OFF

* USBポートによっては充電仕様でなくても、本機に給電で
Full HD画質で

ワイヤレス再生

タブレット

 モバイルバッテリー

きることがあります。この場合は、本機の充電が完了して
もバッテリー表示ランプは消灯しません。

無線LAN表示ランプ

USB接続
WG-C20

充電時間の目安

バッテリー表示ランプ

充電時の表示

WG-C20

きることがあります。この場合は、本機の充電が完了して
もバッテリー表示ランプは消灯しません。下記の充電時間
の目安を参考にしてください。

ランプ表示

ファイルの再生

Full HD

* USBポートによっては充電仕様でなくても、本機に給電で

スマート
フォン

ランプの状態

ステータス

緑

点灯

無線LAN ON

緑

点滅

無線LAN起動中

消灯

無線LAN OFF

充電方法

充電時間

パソコン

8時間

USB ACアダプター
3.5時間*
（AC-UD10使用時）
* お使いになるUSB ACアダプター（別売）によっては充電時
間は異なります。

タッチした機器が自動でGoogle Playのアプリケーション
ページにアクセスします。
接続がうまくいかないときは次のことを行ってください。
ēēお使いの機器を、本機のNマーク周辺の上でゆっくり動か
す。
ēēお使いの機器にケースを付けている場合は、ケースをはず
す。
ご注意

• NFCは、無線LAN表示ランプが点灯しているときのみ使用
できます。

アプリを起動し無線LAN接続をする

もう一度Nマークにタッチしてください。
機器の画面にアプリのホーム画面が表示されたら完了です。
本機を初めて使用する場合、本機の初期設定に数分かかる場
合があります。

！重要！
アプリを起動するとセキュリティの設定を促すメッセージ
が出ます。
セキュリティの設定は無線LAN搭載の機器を使用する上で
非常に重要です。セキュリティを設定しないと、通信範囲内
の他の対応機器からも本機への接続が可能になります。
セキュリティの設定の仕方はヘルプガイドをご覧ください。

• 本機のモードが給電専用モードのときは消灯します。

給電

タブレット

* 詳しくはヘルプガイドをご覧ください。

（裏面へつづく）

準備4（b）
：アプリをインストー
ルし起動する（NFCを使わない
場合）
NFC機能を使わない場合は以下の手順を行ってください。

アプリをインストールする
本機を操作するために、お使いの機器に専用のアプリをイン
ストールします。
対応OSと動作確認済みの機器についてはサポートページ
（http://www.sony.net/c20/）をご確認ください。
Google Play、またはApp StoreでFile Managerを検索して
インストールします。

アプリを起動する
お使いになる機器でアイコンをタップしてアプリを起
動させてください。
本機を初めて使用する場合、本機の初期設定に数分かかる場
合があります。

！重要！
アプリを起動するとセキュリティの設定を促すメッセージ
が出ます。
セキュリティの設定は無線LAN搭載の機器を使用する上で
非常に重要です。セキュリティを設定しないと、通信範囲内
の他の対応機器からも本機への接続が可能になります。
セキュリティの設定の仕方はヘルプガイドをご覧ください。

アプリのホーム画面
Android

iOS

本機とお使いの機器を無線LANで接続します。


PWS（本機）情報

 写真を見る

1
2 お使いになる機器の設定メニューから、

 音楽を聴く

画面を開く。

Android

 ビデオを見る
 ドキュメントを見る
 フォルダーから探す


•

* iPhone、iPadまたはiPod touchをつなぐ場合は、そ
れぞれの機器に同梱されている専用ケーブルを使用
してください。

給電する前に
本機に充分なバッテリー残量があることを確かめてく
ださい。
給電について
無線LANモードと給電専用モードで給電が可能です。

SDカード

電源オフ

本機に挿入されたSDカード内のデータ


iOS

http://www.sony.net/c20/

つなぐ。

• この接続をするとお使いの機器のインターネット接続が切

Wi-FiをOnにし、Wi-Fiネットワーク選択

当社にて動作確認を行った製品の情報を以下のサポート
ページでご確認いただけます。なお、このページに掲載する
製品においても本機が完全に動作することを保証するもの
ではありません。

接続できない場合があります。
SSIDが隠されている設定の無線LANルーターには接続で
きません。

 その他のメニュー

本機の電源を入れる。

サポートページについて

1 本機の電源を入れる。
2 同梱のUSBケーブル*を給電したい機器に

無線LANで接続する

断されます。

以下の機能についてはヘルプガイドをご覧ください。
• おでかけ転送
• DLNA対応機器での再生

他の機器へ給電する

インストールした後、アプリを起動せずに「無線LANで接続
する」に進んでください。

ご注意

その他の機能

• ご利用の環境によっては接続に時間がかかったり、正しく

ご注意
• 専用アプリは無料ですが、ダウンロード時に別途通信料が
発生することがあります。

本設定は、専用アプリをインストールしてから行ってくださ
い。

ご注意
• 無線LANルーターのSSIDは最大8件まで登録できます。
• 自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線と無
線LANルーターが必要になります。
• 外出先でご利用になる場合は、外出先の無線LAN状況を公
衆無線LANサービス提供者のホームーページなどでご確認
ください。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、
別途サービス提供者との契約などが必要な場合がありま
す。
• すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するもので
はありません。
• 無線LANは電波を利用して情報のやり取りを行うため、電
波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点がありま
す。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、
悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされ
てしまう可能性があります。お客様の判断と責任において
セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

USB機器

本機に接続されたUSB機器内のデータ
 ローカルストレージ
お使いの機器内のデータ

無線LANモード
が点灯

 設定
ご注意

• 画面表示は変更されることがあります。
給電専用モード
が緑で点灯、 が消灯

インターネットに接続する

3 Wi-Fiネットワークの一覧から、本機の

SSID[WG-C20-xxxxxx]*をタップし接続

1 本機の電源が入っていることを確認する。
Android
*をタップしたあと、
［設定］をタップする。

する。

「
* xxxxxx」はMACアドレスの下6桁になります。
MACアドレスは本機の裏面に記載しています。

4

iOS

をタップし、設定画面に移る。

接続を確認する。

Android

* 一部のAndroid機器では「 」が画面に現れないので、

Android ：
選択したSSIDの下に［接続済み］が表示され、画面

上部に

が表示されたら接続が完了です。

iOS ：
選択したSSIDの左側にチェックマークが付き、画

面上部に

代わりに画面外側のメニューキーを押してくださ
い。

iOS

が表示されたら接続が完了です。

本機とお使いの機器が無線LANで接続されます。

2［インターネット設定］をタップする。
ONにする。
3 画面右上のスイッチを
LAN
無線

4

ルーターの接続先一覧が表示されます。

接続したい無線LANルーターのSSIDを
タップする。

接続済み、あるいは登録済みのSSIDをタップすると、そ
のネットワークの情報をご確認いただけます。

5 必要に応じて、接続先の機器のパスワード
を入力して［OK］をタップする。

セキュリティが設定されている無線LANルーターに接続
する場合は、パスワード入力が必要な場合があります。
本機が再起動し、無線LANルーターとの接続が行われま
す。

電源ボタンを3秒以上長押し
電源ボタンを0.5 〜 1秒押す

• 給電専用モードでは出力最大1.5Aでお使いの機器を
•

急速充電する事ができます。
無線LANモードは急速充電に対応しておりません。

3 接続したケーブルの反対側を本機のUSB
Aポートにつなぐ。

商標
* 給電対応機器リストはこちらをご参照ください。
http://www.sony.net/c20/
ご注意
• 給電中に最大出力を超えた場合は、安全機能により給電を
停止し、給電表示ランプが赤く点滅します。

• Apple、iPad、iPod touchは米国および他の国々で登録
されたApple Inc.の商標です。
• App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
• Android、およびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。
• Wi-Fi®およびWi-Fi Alliance®は、Wi-Fi Allianceの登録商
標です。

• NマークはNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国にお
ける商標あるいは登録商標です。

• DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or
service marks of Digital Living Network Alliance.
その他本書で使用されている製品名、商品名、サービス名等
は各社、各団体の商標または登録商標です。

