
この度はAtermWL300NU-GS（W）をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
AtermWL300NU-GS（W）は、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b のいずれかに対応した無線 LANアクセスポイント（以下、親機と呼びます。）とワイヤレス通信できるUSBスティック子機です。
本書では、親機へのWi-Fi接続方法や、本商品の取り扱い、使用上の注意事項などを説明しています。
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ご利用のパソコンが添付のCD-ROMに対応していない場合は、裏面の「トラブルシューティング」を参照して、あらかじめWL300NU-GS（W）のドライバとらくらく無線スタートEXをダウンロードしておいてください。

★本書では、無線 LANアクセスポイントを親機、無線 LAN端末を子機と呼びます。

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

ドライバをインストールする
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詳しい手順は、下記のとおりです
次の画面が表示されたら、１分以内にらくらくスタートボタンを長
押しし（約6秒）、POWERランプが緑点滅したらボタンを放す

しばらく待って、POWERランプが橙点滅に変わったら、３０秒以内
にらくらくスタートボタンを長押しし、POWERランプが橙点灯した
らボタンを放す

上の画面が表示されない場合は
Windows 8の場合は、［スタート］画面で［らくらく
無線スタートEX］をクリックします。
Windows 8.1の場合は、［スタート］画面左下にあ
る下矢印「↓」をクリックして［アプリ］画面を表示し、
［らくらく無線スタートEX］をクリックします。
Windows Vista または Windows 7/XP の場合
は、［スタート］（Windowsのロゴボタン）－［すべて
のプログラム］－［らくらく無線スタートEX］をクリッ
クします。
※［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、［はい］
または［続行］をクリックしてください。

※POWERランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。
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※音声ガイドでも設定の説明をしています。パソコンの音量を調整してご利用ください。
※らくらく無線スタートEXでの設定中は他のWi-Fi接続はいったん切断されます。

らくらくスタートボタンを
２回押すだけで、Wi-Fi設定
できます。

子機側でらくらく無線ス
タートを開始後、長押し。
POWERランプが橙点滅し
たら、再度長押し。

1回目

2回目
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ボタンを放します。
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POWERランプが
橙点灯したら
ボタンを放します。

POWERランプ

※装置図は一例です。

通常動作状態では、POWERランプが緑点灯になります。

Wi-Fi接続ができないときは
POWERランプが赤点灯して設定に失敗した場合は、　手順１の　 　から設定し直してく
ださい。それでもWi-Fi接続できない場合は、裏面の「トラブルシューティング」を確認してく
ださい。

以上でWi-Fi接続は完了です。（CD-ROMは取り出してください。）

こちら

らくらく無線スタートEXをインストールする
再度、添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする
※Windows 8.1/8の場合は、［スタート］画面で［デスクトップ］を選択してから、添
付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。セット後、「タップして、
このディスクに対して行う操作を選んでください。」の表示をクリックしてください。

※ご利用のパソコンが添付のCD-ROMに対応していない場合は、あらかじめダウン
ロードしておいた、らくらく無線スタートEXのファイルをダブルクリックして開き、以
降、画面にしたがってインストールしてください。

ディスクに対する操作選択の画面（「自動再生」画面）が表示された
場合は、［Menu.exe の実行］をクリックする

※画面はバージョンによって異なる場合
があります。

［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、［はい］ま
たは［続行］をクリックする

※［完了］をクリックすると、らくらく無線スタートEXの音声ガイドが始まります。
パソコンの音声を調整してご利用ください。

以降、画面にしたがってインストールする

1長押しクリック

1長押しクリック
らくらく無線スタート
EXの項目をクリック

（Windows Vistaおよび
Windows 8.1/8/7/XP共通）

次へ進む

らくらく無線スタートEXで
Wi-Fi 設定する
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Windows 8.1/8/7の場合

1
パソコンに 
WL300NU-GS（W）
を取り付ける

WL300NU-GS（W）

2
［スタート］画面上で右クリックし、［すべての
アプリ］－［コントロールパネル］をクリック
※  Windows 8.1の場合は、［スタート］画面左下に
ある下矢印「↓」をクリックして［アプリ］画面を
表示し、［コントロールパネル］をクリックします。

※  Windows 7の場合は、［スタート］（Windows
のロゴボタン）－［コントロールパネル］をクリッ
クします。

3
［システムとセキュリティ］（または［シス
テムとセキュリティ］－［システム］）ー［デ
バイスマネージャー］をクリック
※  ［ユーザーアカウント制御］画面が表示された
場合は、［はい］をクリックします。

4
［ほかのデバイス］ー［Aterm WL300NU-
GS］を選択し、ダブルクリック

5
［ドライバーの更新］をクリック

6
［コンピューターを参照してドライバーソ
フトウェアを検索します］をクリック

7
添付のCD-ROMをCD-ROMドライブ
にセットし、ドライバのあるフォルダを
指定して［次へ］をクリック

［参照］をクリックし、下記フォルダを選択し
て［OK］をクリックする
●Windows 8.1/8の場合

64ビット版：［Drv］－［Win8_64］
32ビット版：［Drv］－［Win8_32］

●Windows 7の場合
64ビット版：［Drv］－［Win7_64］
32ビット版：［Drv］－［Win7_32］

※ご利用のパソコンが添付のCD-ROMに対応していない
場合は、［参照］をクリックし、あらかじめダウンロードして
おいたWL300NU-GS（W）のドライバの保管場所を指
定して［OK］をクリック後、［次へ］をクリックしてください。

※「自動再生」画面が表示された場合は、
　　　をクリックして画面を閉じてください。

クリック

8 表示された
場合は
クリック

9
以降、画面にしたがってインストールする

10

1長押しクリック

11
CD-ROMを取り出す

Windows Vista の場合

1
パソコンに 
WL300NU-GS（W）
を取り付ける

WL300NU-GS（W）

2
［ドライバソフトウェアを検索してインス
トールします］をクリック
※  ［ユーザーアカウント制御］画面が表示
された場合は［続行］をクリックします。

クリック

3
添付の CD-ROM を CD-ROMドライブに
セットする

※  上の画面に［次へ］のボタンが表示され
た場合は、CD-ROM を CD-ROMドラ
イブにセット後、［次へ］をクリックします。

※  ご利用のパソコンが添付の CD-ROMに対
応していない場合は、以下の手順を行って
ください。

 1.  上の画面で「ディスクはありません。
他の方法を試します」をクリックする

 2.  ［コンピュータを参照してドライバソフ
トウェアを検索します］をクリックする

 3.  あらかじめダウンロードしておいた
WL300NU-GS（W）のドライバの
保管場所を指定して［OK］をクリッ
クする

 4.  ［次へ］をクリックし、次へ進む

4 表示された
場合は
クリック

5
以降、画面にしたがってインストールする

6

1長押しクリック

7
CD-ROMを取り出す

Windows XP（SP3）の場合

1
パソコンに 
WL300NU-GS（W）
を取り付ける

WL300NU-GS（W）

2
次の画面で［いいえ、今回は接続しませ
ん］を選択し、［次へ］をクリック

クリック

選択

3
［一覧または特定の場所からインストール
する（詳細）］を選択し、［次へ］をクリック

クリック

選択

4
添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセッ
トする

5
［次の場所で最適のドライバを検索する］
と［次の場所を含める］にチェックし、［参
照］をクリック

クリック

チェック

6
CD-ROMド ラ イ ブ か ら［Drv］ －
［WinXP］を選択し、［OK］をクリック
※  ご利用のパソコンが添付の CD-ROM
に対応していない場合は、あらかじめダ
ウンロードしておいたWL300NU-GS
（W）のドライバの保管場所を指定し、
［OK］をクリックしてください。

7
［次へ］をクリックする

8
次の画面が表示された場合は［続行］を
クリック

クリック

クリック

9
インストールが完了したら［完了］をク
リック

10
CD-ROMを取り出す



WL300NU-GS（W）について

②USBコネクタ

③キャップ①ACTランプ（通信表示）

① ACTランプ
 ACTランプのつきかた WL300NU-GS（W）の状態

 速い点滅 通信中

遅い点滅

・  通信待機中 
（通信可能状態であるが、データ送受信が行われていない）
※ただし、点滅周期が長い場合があります。
・ 親機サーチ中 
（Wi-Fi 接続が確立されていない）

消灯
電源が入っていないとき
（Wi-Fi 機能が「無効」のとき、またはドライバ無効の
状態）

② USBコネクタ
 パソコンのUSBポート（USB2.0）に取り付けて使用します。
③ キャップ
 使用するときは、キャップを外してください。

■取り付けるとき
・  WL300NU-GS（W）のUSBコネクタ部分に手を触れないようにしてください。
・  USBコネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。

 
■取り外すとき
・  WL300NU-GS（W）を取り外すときは、以下の操作で取り外せる状態にして
から取り外してください。

 ①  通知領域（タスクトレイ）にあるハードウェアアイコンをクリックする
 ②  ［NEC AtermWL300NU-GS （PA-WL300NU/GS）Wireless Network 

Adapter の取り出し］をクリックする
  ※  Windows 7 の場合は、［AtermWL300NU-GSの取り出し］をクリック

します。
  ※  Windows Vista およびWindows XPの場合は、 

［NEC AtermWL300NU-GS （PA-WL300NU/GS）Wireless  
Network Adapter を安全に取り外します］をクリックします。

 ③  「‘NEC AtermWL300NU-GS（PA-WL300NU/GS）Wireless Network 
Adapter’は（コンピューターから）安全に取り外すことができます。」が表
示されたら、 または［OK］をクリックして画面を閉じる

  ※  Windows Vista の場合は、「このデバイスはコンピュータから安全に取り
外すことができます。」が表示されたら［OK］をクリックして画面を閉じ
ます。

 ④ WL300NU-GS（W）を取り外す

 ●  折り曲げ可能な USB フレキシブルケーブル（添付品）を接続すると、
WL300NU-GS（W）の角度や向きを自由に調整することができます。

WL300NU-GS（W）

USBフレキシブルケーブル

WL300NU-GS（W）ご使用上の注意
 ●USB1.1 の環境では十分なデータ転送速度が得られないため、USB2.0 でのご
使用をお勧めします。WL300NU-GS（W）のUSBハブとの接続は保証の限り
ではありません。
 ●WL300NU-GS（W）のUSBコネクタ部分に手を触れないようにしてください。
 ● USBコネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。
 ●WL300NU-GS（W）はパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコンによっ
ては、サスペンド機能などにより給電が停止した場合、通信を行う前に
WL300NU-GS（W）を取り付け直す必要がある場合があります。あらかじめサス
ペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。
 ●他の子機のソフトウェアがインストールされている場合や、ETHERNETインタ
フェースを搭載したパソコンで、LANカードおよび LANボード機能を停止させ
ていない場合は、WL300NU-GS（W）のドライバが正しくインストールできな
いことや、正しく通信できないことがあります。他の子機や LANカードおよび
LANボード機能を停止させてください。
 ●無線 LAN内蔵パソコンにWL300NU-GS（W）を取り付けて使う場合は、必ず
［デバイスマネージャー］（または［デバイスマネージャ］）の［ネットワークア
ダプター］（または［ネットワークアダプタ］）にある内蔵無線アダプタを［無効］
に設定してからご使用ください。
 ●WL300NU-GS（W）と親機との距離は、1m以上離してお使いください。親機
と近すぎると通信速度が低下する場合があります。
 ●隣り合うUSBポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合は、
USBフレキシブルケーブル（添付品）を接続してご利用ください。
 ●USBインタフェースにWL300NU-GS（W）を取り付けた場合、電力不足とな
り、お使いいただけない場合があります。
 ●WL300NU-GS（W）とWL300NC-G などのカード子機を同時に使用するこ
とはできません。同時に取り付けてしまった場合は、両方をいったん取り外して
WL300NU-GS（W）のみ取り付け直してください。それでも動作しない場合は、
それぞれのドライバをアンインストールしてから取り付け直してください。
 ●WL300NU-GS（W）をパソコンに取り付けてもランプが点灯せず動作しない場
合は、いったんWL300NU-GS（W）を取り外したうえで再度取り付けてくだ
さい。
 ●  WL300NU-GS（W）を同じパソコンに複数同時に使用することはできません。
また、他のネットワークデバイス（ETHERNET ポートデバイスなど）とも同時
に使用することはできませんので、1台のパソコンに対して使用するネットワー
クデバイスは1つだけにしてください。

添付のCD-ROMについて
添付のCD-ROMには下記内容のソフトウェアやファイルが収録されています。詳
細は、「メニュー画面」の「本CD-ROMについて」を参照してください。
①  WL300NU-GS（W）のWi-Fi セキュリティ設定を簡単に行う「らくらく無線
スタートEX」※1

②  WL300NU-GS（W）のドライバ一式（Windows版）※2
※ 1：  「らくらく無線スタートEX」は、Windows Vista およびWindows 8.1/8/7/XP（SP3）

にのみ対応。
※2：  WL300NU-GS（W）の対応 OS は、Windows Vista（32 ビット版のみ）および

Windows 8.1/8/7/XP（SP3）の日本語版です。Macintosh、その他、OS、ゲーム機
などではご利用になれません。

 【ご使用上のご注意】
●  ご利用のパソコンが添付のCD-ROMに対応していない場合は、右の「トラブルシューティング」
を参照してください。

●  添付のCD-ROMをセットして「自動再生」画面が表示されたら、［Menu.exe の実行］をクリッ
クしてください。

●  添付のCD-ROMをセットしても「メニュー画面」が起動しない場合は、以下の操作を行います。
 ①  ［スタート］画面上で右クリックし、［すべてのアプリ］－［ファイル名を指定して実行］

を選択する
※  Windows 8.1 の場合は、［スタート］画面左下にある下矢印「↓」をクリックして［ア
プリ］画面を表示し、［ファイル名を指定して実行］をクリックします。

※  Windows 7/Windows Vista の場合は、［スタート］（Windowsのロゴボタン）－［す
べてのプログラム］－［アクセサリ］－［ファイル名を指定して実行］をクリックして
ください。

※  Windows XPの場合は、［スタート］をクリックし、［ファイル名を指定して実行］を
選択してください。

 ②  名前の欄に、CD-ROMドライブ名と¥menu.exe を入力し、［OK］をクリックする 
（例：CD-ROMドライブ名がQの場合、Q:¥menu.exe）

  また、自動起動しないようにするには、パソコンにより異なりますが、シフトキーを押しなが
らCD-ROMをセットします。

●  CD-ROMをパソコンから取り出すときは、「メニュー画面」を閉じたあとに行ってください。
●  Windows Vista またはWindows 8.1/8/7/XPでドライバのインストール・アンインストー
ルを実行する場合は、Administrator（権限のあるアカウント）でログオンしてください。

●  Windows Vista または、Windows 8.1/8/7/XP（SP3）が正しく動作し、
CD-ROMドライブが使用できること。

● 推奨環境
 Windowsの推奨環境以上のパーソナルコンピュータ
 ハードディスクの空き容量：650MB以上
 メモリ容量：  Windows 8.1/8/7の場合、1GB以上を推奨（64ビット版は2GB以上を推奨）

Windows Vistaの場合、512MB以上を推奨
Windows XPの場合、256MB以上を推奨

  800× 600High-Color 以上表示可能なビデオカードを備えたパソコンと、同解像度
以上に対応したカラーモニタ

CD-ROMの動作環境

ソフトウェアのご使用条件

お客様へのお願い
添付のCD-ROMを開封される前に必ずお読みください。
この度は、当社Atermシリーズをお求めいただきありがとうございます。
本商品に添付のCD-ROMには、当社が提供する各種ユーティリティやドライバソフトウェアが含
まれています。当社が提供するソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサー
ビスについては、下記の「NEC・NECプラットフォームズが提供するソフトウェアのご使用条件」
にご同意いただく必要がございます。

添付のCD-ROMを開封された場合はご同意をいただけたものと致します。

 NEC・NECプラットフォームズが提供するソフトウェアのご使用条件
日本電気株式会社・NECプラットフォームズ株式会社（以下「当社」とします。）は、本使用条件と
ともに提供するソフトウェア製品（以下「許諾プログラム」とします。）を日本国内で使用する権利
を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お
客様が期待された効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使
用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

1. 期間
（1）  本ソフトウェアの使用条件は、お客様が添付 CD-ROMを開封されたときに発効します。
（2）  お客様は1ケ月以上事前に、当社宛に書面により通知することにより、いつでも本使用条

件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
（3）  当社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プロ

グラムの使用権を終了させることができるものとします。
（4）  許諾プログラムの使用権は、上記（2）または（3）により終了するまで有効に存続します。
（5）  許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他の権利

も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後、ただちに
許諾プログラムおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。

2. 使用権
（1）  お客様は、許諾プログラムを一時に1台のコンピュータにおいてのみインストールし、使

用することができます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つAtermシリーズ
に同数のコンピュータを一時に接続しご使用になるお客様は、その接続ポート数までを
限度としてコンピュータにインストールし、使用することができます。

（2）  お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用する
ことができます。

3. 許諾プログラムの複製、改変、および結合
（1）  お客様は、滅失、毀損などに備える目的でのみ、許諾プログラムを一部に限り複製する

ことができます。
（2）  お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に許諾プログラムに付されている著作権表

示およびその他の権利表示を付するものとします。
（3）  本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではありません。

4. 許諾プログラムの移転など
（1）  お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用を第三者

に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと、ならびにお客様が
保有するAtermシリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資料をすべて引き渡すこと
を条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第三者に移転することができます。

（2）  お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プログラムの使用、複製、改変、
結合またはその他の処分をすることはできません。

5. 逆コンパイルなど
（1）  お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブ

ルすることはできません。

6. 保証の制限
（1）  当社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生す

る問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
（2）  前項の規定に関わらず、お客様による本商品のご購入の日から1年以内に当社が許諾プ

ログラムの誤り（バグ）を修正したときは、当社は、かかる誤りを修正したプログラムも
しくは修正のためのプログラム（以下「修正プログラム」といいます。）または、かかる
修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、当該修正プログラムまた
は情報をアフターサービスとして提供する決定を当社がその裁量により為した場合に
限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムと見なします。当社で
は、当社がその裁量により提供を決定した機能拡張のためのプログラムを提供する場合
があります。このプログラムも許諾プログラムと見なします。

（3）  許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥（ただし、許諾プログラムの使用に支障をきた
すものに限ります。）があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになっ
た日から14日以内にかかる日付を記した領収書（もしくはその写し）を添えて、お求め
になった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには当社は当該記憶媒体を無償で
交換するものとし（ただし、当社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限り
ます。）これをもって記録媒体に関する唯一の保証とします。

7. 責任の制限
（1）  当社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害（損害発生につき

当社が予見し、また予見し得た場合を含みます。）および第三者からお客様に対してなさ
れた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また当社が損害賠償責
任を負う場合には、当社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を問わずお客様が実
際にお支払いになった Atermシリーズの代金額をもってその上限とします。

8. その他
（1）  お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出

してはなりません。
（2）  本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決す

るものとします。
以上

トラブルシューティング
トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらを参照してください。

※  親機の設定、確認方法については、親機の「ユーザーズマニュアル」または「 機能詳細ガ
イド」を参照してください。

症　状 原因と対策
ドライバがインス
トールできない

 ●Administrator 権限のあるユーザでログオンしていない
 →「Administrator」権限のあるユーザでログオンしてください。 
「Administrator」権限のないユーザではインストールが行えません。

 ご利用のパソコンが
添付のCD-ROMに
対応していない

 ●ご利用のパソコンが添付のCD-ROMに対応していない場合は、有線でイ
ンターネットに接続し、サポートデスク（ http://www.aterm.jp/
support/ ）－［目的別で探す］－［ソフトウェア］にて、必要なソフトウェ
アをダウンロードしてください。
＜WL300NU-GS（W）のドライバをインストールする場合＞
 →［WL300NU-GS］を選択し、WL300NU-GSのドライバをダウンロー
ドしてください。

＜らくらく無線スタートEXをインストールする場合＞
 →［らくらく無線スタートEX］を選択し、らくらく無線スタートEXをダ
ウンロードしてください。

らくらく無線スター
トEXが成功しない

 ●親機のらくらくスタートボタンを長く押しすぎている
 →らくらくスタートボタンは、POWERランプが緑点滅状態になったら
いったん放します。手順にしたがってもう一度らくらく無線スタート
EXを行ってください。

 ●WL300NU-GS（W）の他にネットワークデバイス（ETHERNETボー
ドなど）が動作している
 →ETHERNETインタフェースを搭載したパソコンの場合、他の子機や
LANカードおよびLANボード機能を停止させてから、らくらく無線ス
タートEXで設定を行ってください。

 ●パソコンに設定された固定 IP アドレスが親機のネットワーク体系とあっ
ていない
 →パソコンの設定で「IPアドレスを自動的に取得する」もしくは「DHCP
サーバを参照」になっていることを確認してください。

 ●パソコンでファイアウォール、ウィルスチェックなどが動作している
 →設定の前にファイアウォール、ウィルスチェックなどのソフトはいった
ん停止してください。設定が完了したらもう一度必要な設定を行ってく
ださい。

 ●親機のMACアドレスフィルタリング機能を使用している場合、登録端末
が制限数（20台）いっぱいになっている
 →登録した端末で不要なものがあれば削除するか、MACアドレスフィル
タリング機能を「使用しない」に設定してください。

 ●親機の暗号化が解除されている
 →親機の暗号化設定を行ってください。

 ●どうしてもらくらく無線スタートEXでWi-Fi 接続できない場合は、手動
操作によるWi-Fi 接続を行ってください。
 →パソコンの通知領域（タスクトレイ）にあるネットワークアイコン（また
はワイヤレスネットワーク接続アイコン）からネットワークの一覧画面を
表示して、親機のネットワーク名（SSID）を選択し、暗号化キー（セキュ
リティ キーまたはパスフレーズ、ネットワークキー）を入力してください。
※  親機の工場出荷時のネットワーク名（SSID）と暗号化キーは、親機
の側面ラベルに記載されています。なお、セキュリティ上「プライマ
リSSID」をお勧めします。

親機に接続できない  ●親機の電源が入っていない
 →電源を入れてください。

 ●パソコンのUSBポートにWL300NU-GS（W）がしっかり奥まで挿入
されていない
 →しっかり奥まで挿入してください。

 ●親機との距離が離れすぎている
 →親機との距離を近づけてください。

 ●コードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近す
ぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。お互
いを数m以上離してお使いください。

WL300NU-GS（W）のドライバを正常にインストールできなかった場合や
WL300NU-GS（W）のドライバをインストールする前の状態にパソコンを戻した
い場合は、WL300NU-GS（W）のドライバをアンインストール（削除）します。
※  必ずWL300NU-GS（W）を取り付けた状態で行ってください。ドライバ
のアンインストール（削除）が終了したあと、WL300NU-GS（W）を取
り外してください。

■ Windows 8.1/8/7/Windows Vista の場合
①  ［スタート］画面上で右クリックし、［すべてのアプリ］－［コントロールパ
ネル］をクリックする 
※  表示方法はカテゴリ表示（またはコントロールパネルホーム表示）にし
てください。

※  Windows 8.1 の場合は、［スタート］画面左下にある下矢印「↓」を
クリックして［アプリ］画面を表示し、［コントロールパネル］をクリッ
クします。

※  Windows 7/Windows Vista の場合は、［スタート］（Windowsのロ
ゴボタン）－［コントロールパネル］をクリックします。

②  ［システムとセキュリティ］（または［システムとセキュリティ］－［システム］）
をクリックする
※  Windows Vista の場合は、［システムとメンテナンス］をクリックします。

③ ［デバイスマネージャー］（または［デバイスマネージャ］）をクリックする
④  ［ユーザーアカウント制御］画面が表示された場合は、［はい］または［続行］
をクリックする

⑤  ［ネットワーク アダプター］（または［ネットワーク アダプタ］）をダブルクリックする
⑥  ［NEC AtermWL300NU-GS（PA-WL300NU/GS）Wireless Network 
Adapter］をダブルクリックする

⑦  ［ドライバー］（または［ドライバ］）タブをクリッ
クし、［削除］をクリックする

⑧  ［このデバイスのドライバーソフトウェア（ま
たはドライバソフトウェア）を削除する］に
チェックして［OK］をクリックする

■ Windows XPの場合
①  WL300NU-GS（W）のACTランプが点滅していることを確認する
②  添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする 
※ 「メニュー画面」が表示された場合は画面を閉じてください。

③  ［スタート］を右クリックして［エクスプローラ］
を選択し、CD-ROMドライブの「Util2」フォ
ルダにある「WL300NU-GS_uninstaller_
for_WinXP.exe」をダブルクリックする 
※  10 秒ほど待つと、WL300NU-GS（W）
のACTランプが消灯します。

④  ［スタート］－［マイコンピュータ］－［シス
テム情報を表示する］をクリックする

⑤  ［ハードウェア］タブをクリックし、［デバイス 
マネージャ］をクリックする

⑥  ［ネットワーク アダプタ］の中に［NEC AtermWL300NU-GS（PA-WL300NU/
GS）Wireless Network Adapter］が表示されていないことを確認する

   ドライバをアンインストール（削除）するには


