
スタンドの取り付け方
 ■ 縦置き・横置きの場合

① スタンドの▲マークが本体側面（表）のランプ方向（横
置きの場合は本体上部方向）になるようにして、スタ
ンドの凸部を本体のスタンド用取り付け穴に差し込む

＜縦置きの場合＞ ＜横置きの場合＞

② スタンドを、矢印の方向へスライドさせる
 ※「カクッ」という感触があるまでスライドさせてください。

＜縦置きの場合＞ ＜横置きの場合＞

 ■ 壁掛けの場合
① あらかじめスタンドを底面が壁側になるように、ネジ
で取り付ける

 ※壁掛け用ネジ（２本）は、お客様にてご用意ください。

約5.3mm

約5.7mm約
3
.1
m
m

約2.3mm約16mm

＜壁掛け用ネジ推奨サイズ＞
▲マークが上に
なるように壁面
へネジ止めして
ください。

② スタンドの凸部に本体を差し込む

③ 本体を下方向へスライドさせる

有線で接続する場合
親機の電源をいったん切ってから、LANポートとパソコン（注）
などを接続してください。接続したら、親機とパソコンなどの
電源を入れてください。

※  パソコンなどの電源を
入れると、LAN ランプ
が緑点灯します。

※  接続するパソコンなどは
LANポート（100BASE-
TX/10BASE-T）を装備
している必要があります。

ETHERNET
ケーブル

LANポート

モデムへ

パソコン

 接続したら、STEP 3 へ

 裏面 STEP 3 で親機の設定をしてください。（増設の場合は STEP 4 へ）
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この度はAtermWF300HPをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
AtermWF300HP（以下、本商品または親機と呼びます。）は、IEEE802.11n、IEEE802.11g、
IEEE802.11bの無線LAN規格に準拠したワイヤレスブロードバンドルータです。

★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。

箱の中身をチェックしよう

親機WF300HPを設置して電源を入れよう

技術基準適合認証品

親機に無線LAN接続しよう

不足しているものがありましたら、お買い
上げの販売店にご連絡ください。

各部の名称

■Atermは、日本電気株式会社の登録商標です。 ■らくらく無線スタート、らくらくネットスタート、らくらくQRスタートは、NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。 ■Windows、Windows Vista® は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ■Windows Vista はオペレーティングシステムです。 
■Mac OS、OS X、AirMac は、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。 ■ Internet Explorer は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ■ Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。 ■「PlayStation」、「プレイステーション」および「PSP」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、「プレイステーション3」、「PSP®「プレイステーション・ポータブル」」および「PlayStation®Vita」は同社の商品です。©Sony Computer Entertainment Inc. ■Wii・ニンテンドーDS・ディーエス /DSは、任天堂の登録商標または商標です。 ■ Oracle と Java は、Oracle 
Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。 ■「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ■ QUALCOMM is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. ATHEROS is a trademark of Qualcomm Atheros, Inc, registered in 
the United States and other countries. ■その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。
© NEC AccessTechnica, Ltd. 2013　　NEC アクセステクニカ株式会社の許可なく複製・改版、および複製物を配布することはできません。

無線で接続する場合
STEP 2 へ

（ご利用の子機から親機に
無線LAN接続してください。）

機能詳細ガイド は、「機能詳細ガイド」を参照してください。

本商品のマニュアルについて
本商品のマニュアルは、本書の他に、Webサイトに掲載している「取扱説明書」、「機能詳細ガイド」があります。本書に記載して
いない、本商品のより詳細な情報および機能について説明しています。下記からご覧ください。
AtermStation（URLは、 http://121ware.com/aterm/ ）より［ダウンロード］－［マニュアル］

スマートフォン・タブレット端末をご利用の場合
スマートフォン・タブレット端末では、親機に添付のらくらくQRスタート用QRコードを読み取って無線 LAN接続の設定をすることができます。

1 スマートフォン・タブレット端末から、「AtermらくらくQRスタート」のWebサイト（下記）にアクセスする

     http://qr.aterm.jp　　

2 表示された画面にしたがって、専用アプリ「AtermらくらくQRスタート」をダウンロードおよびインストールする

3 インストールした専用アプリ「AtermらくらくQRスタート」を起動する
※  起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。

4 カメラビュー画面で、添付のらくらくQRスタート用QRコードを読み取る
※  カメラビュー内の読み取り範囲内にQRコードを表示させてください。自動的にQRコードを読み取ります。

5 無線LAN設定内容が表示されたら、［設定適用］をタップ（またはクリック）する

以上で無線LAN接続の設定は終了です。
（iOS端末の場合は、以降画面にしたがって設定を進めてください。）

インターネット接続設定画面が表示された場合は、画面にしたがって設定してください。
設定後、インターネットに接続できれば、完了です。

親機では、設定用のQRコードをクイック設定Webから表示することができます。クイック設定Webで無線設定内容を変更した場
合も、変更した内容のQRコードを表示できます。

専用アプリ「AtermらくらくQRスタート」について
専用アプリ「AtermらくらくQRスタート」は、インターネット接続（3G通信や LTE通信など）機能およびカメラ機能に対応してい
るスマートフォン・タブレット端末で、無料でご利用いただけます。ただしインターネット接続（3G通信や LTE通信など）のパケッ
ト通信料はお客様ご負担となります。利用可能な端末の最新情報は「AtermらくらくQRスタート」のWebサイト（下記URL）でご
確認ください。
　　　　　　http://qr.aterm.jp
なお、2013年 5月現在では、下記の端末でのご利用となります。
　　・ Android 端末（対応OS：Android 4.2/4.1/4.0/3.2/3.1/3.0/2.3/2.2/2.1）
　　・ iOS端末（対応OS：iOS 6.1/6.0/5.1/5.0/4.3/4.2/4.1）

＜らくらくQRスタート用QRコード＞

添付のらくらくQRスタート用QRコードを

ここに貼り付けて
本書を保管してください。

このQRコードには、本商品の初期値の無線LAN設定情報
（ネットワーク名（SSID）、暗号化モード、暗号化キー）が含まれています。

無線 LAN内蔵パソコン（注）の場合（Mac OS X またはOS X の場合は下記「その他の子機の場合」を参照してください。） （注）自作のパソコンはサポート外となります。

WPSで接続する場合（Windows 8 ／ 7およびWindows Vista（SP2））
※ 無線 LAN内蔵パソコン側もWPSに対応している必要があります。
※ Windows  8 の場合は、［スタート］画面で［デスクトップ］を選択してから始めてください。
※ ここではWindows 8 の画面を主な例として説明しています。

1 パソコンの無線LAN（ワイヤレス）機能を
有効にする
※  設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照し
てください。

3 親機のネットワーク名
（SSID）のうち、プ
ライマリSSIDを選
択し、［接続］をク
リックする
※  ネットワーク名（SSID）
は、親機の側面に記
載されています。「プ
ライマリSSID」を選
択してください。 プライマリSSID

を選択

4 ボタン押下の案内画面が表示されたら、親機のらくらく
スタートボタン（WPSプッシュボタン）を長押しし、
親機のPOWERランプが緑点滅したら放す
以降、Windows Vista の場合は［次へ］をクリックし、画
面にしたがってください。
しばらくして接続が完了すると、POWERランプが約10
秒間橙点灯します。

Windows 8 で、PCの共有についての選択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
してください。

失敗した場合は、親機のPOWERランプが約10秒間赤点灯また
は赤点滅します。
再度 1 からやり直しても失敗する場合は、 4 で表示される画面か
ら、親機の暗号化キー（ネットワーク セキュリティキー、セキュリ
ティ キーまたはパスフレーズ）を入力する方法で無線LAN接続し
てください。
※暗号化キーは、親機の側面に記載されています。

2 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から、ネットワー
クの一覧画面を表示する

クリック後、
［ネットワークに
接続］を選択。

Windows VistaWindows 8/7

クリック

らくらくスタートボタン
（WPSプッシュボタン）

WPSでは入力不要

ワイヤレスネットワーク接続で接続する場合（Windows Vista（SP未適用 /SP1）およびWindows XP（SP3）） ※ ここではWindows Vista の画面を主な例として説明しています。

1
パソコンの無線LAN（ワイヤレス）機能を
有効にする
※  設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照し
てください。

2 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（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
一覧画面を表示する

Windows Vista

クリック後、
［ネットワークに
接続］を選択。

Windows XP

右クリック後、[利用できるワイヤ
レスネットワークの表示 ]を選択。

3 親機のネットワーク
名（SSID）を選択
し、［接続］をク
リックする
※  ネットワーク名(SSID)
は、親機の側面に記
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。

4 親機の暗号化キー（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、［接続］をクリックする
※  暗号化キーは、親機の側面に記載さ
れています。

らくらく無線スタートに対応したゲーム機／プリンタなどの場合
らくらく無線スタートに対応したゲーム機／プリンタなどの場合は、ボタン操作（画面タッチ）のみで無線LAN接続することができます。ゲーム機などの接続設定内にある マークから設定を行います。
詳しくは、ゲーム機／プリンタなどの取扱説明書などを参照してください。
＜らくらく無線スタートに対応したゲーム機／プリンタなどの例＞（2013年5月現在）

・Wii、Wii U ・PSP®「プレイステーション・ポータブル」 ・キヤノンプリンタ
・PlayStation® Vita ・「プレイステーション ３」
・ニンテンドーDSシリーズ（ニンテンドーDS Lite、ニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LL、ニンテンドー3DS、ニンテンドー3DS LL含む）

※ 設定方法やらくらく無線スタート対応機種の最新情報については、AtermStation －「サポートデスク」をご確認ください。

その他の子機の場合
無線LANの接続方法は、子機の取扱説明書などを参照してください。その際は、下記を参照して、親機のネットワーク名（SSID）を選択し、暗号化キーを入力してください。

本商品の工場出荷時の
ネットワーク名（SSID）と暗号化キーは、
側面ラベルに記載されています。

1  ネットワーク名（SSID）
ご利用の子機から、親機のネットワーク名（SSID）を選択
します。
・ プライマリSSID：  通常はこちらを選択してください。工

場出荷時の暗号化モードはAESです。
・ セカンダリSSID：  ご使用の子機の暗号化モードがWEP

の場合はこちらを選択してください。
（ニンテンドーDSなど）

2  暗号化キー（パスワード、セキュリティ キー、パスフレーズ、ネットワークキー）
選択したネットワーク名（SSID）で使用している暗号化キーを入力します。
工場出荷時の値は、半角英数字（0～9、a～ f）を使用した13桁です。
※ 暗号化キーで使用されているアルファベットは、工場出荷時の状態ではすべて小文字（abcdef）です。
（「B」（ビー）、「G」（ジー）、「I」（アイ）、「l」（エル）、「O」「o」（オー）は使用していません。）
※ 親機のWEPの暗号化（セキュリティ）については、下記を参考にしてください。
• WEP はOpen System 認証を使用しています。
• キーは自動的に提供されません。また、初期値のキーインデックスは「1」です。
• IEEE802.1X は使用していません。
• 桁数が26 桁の場合は、英数字を16 進数に読み替えてください。
読み替え方法：
英数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
16進数 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 61 62 63 64 65 66
読み替え例：0123456789abc → 30313233343536373839616263

らくらく無線スター
トのマークから設定

※図は一例です。

取扱説明書

★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。

ECOボタン
　 ECOモード設定時に使用。
機能詳細ガイド

PA-WF300HP

□  WF300HP 
無線 LANアクセスポイ
ント

□  スタンド □  ACアダプタ 
（品番：AL1-002242-001）

□  つなぎかたガイド
（本書）

□  安全にお使いいただ
くために必ずお読み
ください（別紙）

□  保証書
（「安全にお使いいただくた
めに必ずお読みください」
に含む）

□  シール
• 製品に関するお問い合わせ
※ 無くさないように本体に貼り
付けてください。

• らくらくQRスタート用
QRコード

□  E
イ ー サ ネ ッ ト

THERNETケー
ブル
（ストレート）

ACアダプタは、必ず本商品に添付
のものをお使いください。また、本
商品に添付のACアダプタは、他の
製品に使用しないでください。火災、
感電、故障の原因となります。

ACTIVE ランプ
（通信状態表示）

AIRランプ
（無線通信状態表示）

POWERランプ（電源）

らくらくスタートボタン
　 らくらく無線スタートおよび
WPS設定時に使用。

〈背面〉

WANポート（※）
（WANインタフェース）

LANポート（※）
（LANインタフェース）

USBポート
　 USBデバイスを接続
するためのポート。
機能詳細ガイド

ACアダプタ
接続コネクタ

LANランプ

WANランプ

RT/APモード
切替スイッチ
　 無線 LANアクセス
ポイントモードに
切り替え時に使用。
通常は「RT」側（工
場出荷時）

初期化方法 うまく設定できない場合や、工場出荷時の状態に戻したい場合は、下記の手順で初期化してください。

※  RT/AP モード切替スイッチを「RT」側（初期値）にしてから始めてください。

1 本商品の POWER ランプが緑点灯していることを確認する
※  電源を入れ直した場合や電源を入れた直後の場合は、約 30 秒お待ちください。

2 RESET スイッチを細い棒状のもの（電気を通さない材質のもの。つま
ようじの先など。）で押し続け、POWER ランプが赤点滅を始めたら放
す
※  POWER ランプが赤点滅するまで 6 ～10 秒かかります。

3 本商品から AC アダプタのプラグを取り外して約10 秒待ってから差し
込む

4 1分ほど待つ
※  側面（表）のランプが一斉に緑点滅したあと、POWERランプが緑点灯し
たら初期化が完了します。

RESETスイッチ
　初期化するときに使用。

〈側面（裏）〉

1
前後左右5㎝、上5㎝以内に他の機器や壁など
がない場所に設置してください。

5cm

5cm
5cm

5cm

5cm

 スタンドを取り付ける
（☛下記「スタンドの取り付け方」）

 ブロードバンドモデムの電源を切る
  親機のWANポートとブロードバンドモデム
の LANポートなどを接続する

 ブロードバンドモデムの電源を入れる
  親機の電源を入れる

※あらかじめ回線契約とプロバイダの契約を済ませ、ブロードバンド回線が開通していることを確認してください。

WF300HP

ACアダプタを接続すると、親機の電源が入ります。

〈側面（表）〉

ブロードバンド
モデム

ETHERNETケーブル
（添付品）

ACアダプタ
電源コンセント

ACアダプタ
接続コネクタ

WF300HP
インターネット

WANポート

カチッと音がす
るまで差し込ん
でください。

RT側のまま
にしておいて
ください。

（※）  本商品を快適にご利用いただくには、100BASE-TX、
100Mbps での接続を推奨します。

RT/APモード切替スイッチでの無線LANアクセスポイントモードの設定方法
RT/APモード切替スイッチを使って、本商品の動作モードを無線 LANアクセスポイントモードに設定する（ルータ機能を停止する）
ことができます。

1 本商品の電源を切る

2 RT/AP モード切替スイッチを AP 側に切り替える

RT/APモード
切替スイッチ

3 本商品の電源を入れる
※  POWERランプが緑点灯し、ACTIVEランプが橙点灯すると、設定が完了します。

この方法で設定したあとに、ルータモードに変更する（ルータ機能を使用する）場合は、必ずRT/APモード切替スイッチ
をRT側に切り替えたあとで本商品を初期化し（☛上記「初期化方法」）、本商品の設定を始めから行ってください。（☛裏
面 STEP 3）

2

（注）  自作のパソコンはサポート外となります。

 親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する

POWER
緑点灯

WAN
緑点灯

WANランプが緑点灯しない場合は、ETHERNETケーブルの接続状態やブロードバンドモデムの電源を確認して
ください。

（※）  POWERランプが緑点灯してから
約30秒後に点灯または点滅します。

緑点灯（※） または 消灯

緑点灯（※） または 緑点滅（※）



お問い合わせ
 ■ ホームページ「AtermStation」　　http://121ware.com/aterm/
製品情報やダウンロードなど、Atermについて役立つ情報を掲載しています。
また、ご不明な点をQ&Aで検索したり、メールで問い合わせたりすることもできます。
 ■ Aterm（エーターム）インフォメーションセンター
Atermの機能、操作、設定、故障診断などのご質問は、こちらへお問い合わせください。

ナビダイヤル　TEL：
※通話料はお客様ご負担です。
※上記番号でつながらない場合は をご利用ください。
※サービス内容などは予告なく変更させていただく場合があります。

※パソコンの設置や設定方法などについては、パソコンのサポートセンターなどにお問い合わせください。
※回線接続の条件などについてのお問い合わせは、各通信事業者またはプロバイダへお願いいたします。
※不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

アフターサービス
Atermインフォメーションセンターにて故障と判断された場合、お買い求めの販売店または121コンタクトセンターへご連絡
ください。なお、121コンタクトセンターでは、宅配便による引取修理「NECあんしんサービス便」の受け付けを行っています。
 ■ 121コンタクトセンター
フリーコール　TEL：
※携帯電話、PHSからは ご利用ください。　　
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※サービス内容などは予告なく変更させていただく場合があります。　最新情報は、http://121ware.com/121cc/ でご確認ください。
 ■「NECあんしんサービス便」ご利用料金
「NECあんしんサービス便」は宅配便を利用した商品の集配サービスです。保証期間内は、修理料金、集配料金ともに無料となります。
保証期間外は、修理料金は有料、集配料金は無料となります。ただし、離島の場合、保証期間内外にかかわらず集配料金は有料にな
ります。

【個人情報のお取り扱いについて】
当社では、個人情報保護ポリシーを制定し、お客様の個人情報保護に努めております。お客様からご提供いただく情報に含まれるお客様の個人情報は、お客様への連絡やお問い合わせにお答えするために取得し、他の目的に利用す
ることはありません。また、お客様の承諾なく第三者へ個人情報を提供することはございません。ただし、業務を委託するために業務委託先に個人情報を開示する場合があり、その場合には秘密保持条項などを含む契約を締結した
うえで委託し、個人情報を適切に管理します。個人情報に関するお問い合わせやご相談がある場合は、NECアクセステクニカ株式会社　Aterm（エーターム）インフォメーションセンター（☛左記）までお願いいたします。

らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう

右上へ進む

❸同時に緑点滅したら

ブロードバンド回線の判別に失敗しました。
認識失敗

ローカルルータモード 無線LAN
アクセスポイントモード

無線LANアクセスポイントモード
のIPアドレス競合状態

PPPoEルータモード
の設定待ち

右記「トラブルシューティング」の
「無線 LAN アクセスポイントモー
ドで、ACTIVE ランプが橙点滅して
いる」を参照してください。

親機の WAN ポートとブロードバンドモデム（CATV モデム、
ONUなど）がケーブルで接続されていない場合は、接続する
ブロードバンドモデム（CATVモデム、ONUなど）の電源を切っ
てしばらくしたら入れ直す
「らくらくネットスタートを起動する」の手順1からやり直す

それでも失敗する場合は、親機の電源を切って約１分待ってから入れ直し、右
記「らくらくWebウィザードで手動で設定する」にて手動設定してください。

管理者パスワード控え欄

●管理者パスワードは、親機を設定するときに必要となりますので必ず控えておいてください。
忘れた場合は、設定画面を開くことができず、初期化してすべての設定がやり直しになります。

親機からACアダプタのプラグを抜いて、約10秒待つ
親機にACアダプタを接続し、約1分待つ
WWWブラウザ（Internet Explorerなど）を起
動し、アドレス欄に「http://aterm.me/」と入力
して、クイック設定Webを開く
画面にしたがって管理者パスワード（任意の文字列）を決めて、下の控え欄に記入する

1
2
3

4

クイック設定Webが開かない場合は

ACTIVEランプが緑点滅している場合は、手順　　での「ユー
ザー名」「パスワード」の文字列が間違っています。
クイック設定Web(☛右記「クイック設定Webの起動方法」)
の［基本設定］－［接続先設定］にて、修正してください。

8

注1：親機のWANポートのケーブルは差したままにしておいてください。 注2：ブロードバンドモデム（CATVモデム、ONUなど）の電源をいったん切って、入れ直してくだ
さい。（モデムによっては配線を変えたあと、電源を20分～24時間切っておかないと正常に動作しない場合があります。）

ブロードバンドが開通したら、親機に動作モードを設定します。

［接続先名］に、任意の名称（プロバイダ名など）を入力する
接続事業者／プロバイダからの情報にしたがって「ユーザー名」
と「パスワード」を入力する
※接続事業者／プロバイダとの契約時に入手した接続情報の書類で確認し、
文字列を間違えないように入力してください。
※フレッツの場合は、@以降のドメインが必須です。
※メールのユーザ名やドメイン、パスワードでは接続できません。
※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入
れると、入力文字が確認できます。
サービス情報サイトの接続先登録を行うかどうかの選択をする
※NTT東日本の「Bフレッツ」、「フレッツ・ADSL」をご利用の場合のみ選択します。
［設定］をクリックする

7

9

8

10

らくらくネットスタートを起動する らくらくネットスタートの自動判別結果

らくらくネットスタートで回線
を自動判別する

親機からACアダプタのプラグを抜いて、約10秒待つ

❹放す

チカ
　チ
カ

ボタンは押したまま30～40秒

WANポートのETHERNETケーブルは差した
ままにしておく

抜いて約10秒待つ

らくらくスタートボタンを押したまま、ACアダプタの
プラグを接続し、POWER、ACTIVE、AIRのランプ
が同時に緑点滅したら放す

❷接続する

❶長押ししたまま

カチッ・・・

同時に緑点滅せず、POWER、ACTIVEランプが
橙点滅、AIRランプが緑点滅した場合は
工場出荷時の状態から設定を変更している場合、らくら
くネットスタートが起動できません。
親機を初期化し、手順1からやり直してください。
（☛表面「初期化方法」）

らくらくネットスタートが起動します。

らくらくネットスタートで、自動的に
WANポートに接続された回線を判別し
ます。（最大数分間）
※親機の電源は絶対に切らないでください。

自動判別が完了すると、親機のランプが下記のいずれかの状態になるので、状態ごとの手順にしたがってください。

らくらくネットスタートで回線判
別中は同時に緑点滅します。
（最大数分間）

※同時に緑点滅したあと、しばらく（約10秒）
POWERランプ以外が消灯してから判別
結果が出る場合があります。

POWER
橙点滅

ACTIVE
緑点灯

ACTIVE
橙点灯

ACTIVE
橙点滅
AIR
緑点滅

チカ
　チ
カ

設定完了 設定完了

設定完了

親機のランプが下記いずれかの状態の場合は、記載の対処にしたがってください。

ACTIVE
橙点滅

POWER
赤点滅
ACTIVE
赤点滅
AIR
消灯

1

2

3

ACTIVE
緑点灯

5 手順　 で控えた管理者パスワードを画面に入力し、［設定］をクリックする4

6 右の画面が表示された場合は、「ユーザー名」（上段）に
「admin」を、「パスワード」（下段）に手順　 で控えた管理
者パスワードを入力し、［OK］をクリックする

4

（画面はWindows 8の場合の例です。）

※「パスワード」を入力する前に「入力した文字を表示する」にチェックを入れると、入力文字が確認できます。
※「管理者専用設定」で「管理者専用認証スルー機能」の「使用する」にチェックすると、この画面を表示している
端末のMACアドレスを管理者専用のMACアドレスとして親機に登録します。登録した端末では、クイック設
定Web起動時にユーザ名・管理者パスワード入力を省略することができます。

※RT/APモード切替スイッチをRT側にしてから、
始めてください。

セキュリティ確保のため、親機の管理
者パスワード設定をお願いします。
（あとからでも設定可能です。）

＜クイック設定Webの起動のしかた＞
(☛右記「クイック設定Webの起動方法」)

(☛右記「トラブルシューティング」)

1

2

★ 増設の子機から接続する場合や、すでにらくらくネットスタートでの設定が完了している場合は、STEP 4 へお進みください。
★ 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。

インターネットに接続しよう

本商品の設定を変更する場合は
本商品の設定を変更する場合は、WWWブラウザ画面「クイック設定Web」
で設定します。
※  詳細は機能詳細ガイド －「クイック設定Webの使い方」を参照してください。
クイック設定Webの起動方法は次のとおりです。

クイック設定Webの起動方法
 ■本商品のACTIVEランプが緑点灯／緑点滅／消灯の場合
（ルータモードの場合）
WWWブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動してくだ
さい。

http://aterm.me/
※  本商品の IPアドレス（初期値：192.168.10.1）を入力しても起動します。

 ■本商品のACTIVEランプが橙点灯／橙点滅の場合
（無線 LANアクセスポイントモードの場合）
WWWブラウザのアドレス欄に下記を入力して起動してくだ
さい。

http://X.Y.Z.210/
※  「X.Y.Z」は、本商品が接続しているネットワークのアドレス体系です。
（☛右記「本商品が接続しているネットワークのアドレス体系を確認する」で
ご確認ください。）

※  本商品の IPアドレスの末尾を「210」以外に設定してある場合は、設定したア
ドレスを入力してください。

※  アドレス欄に「http://aterm-XXXXXX/」と入力しても起動できる場合があり
ます。（「XXXXXX」は本商品側面ラベルのWAN側MACアドレスの下6桁）

 ●初めて起動する場合は、
右の画面が表示されま
す。画面にしたがって、
管理者パスワード（任
意の文字列）の初期設
定をしてください。

※  管理者パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、下記に控
えておいてください。忘れた場合は、設定画面を開くことができません。初期
化してすべての設定をやり直してください。

管理者パスワード控え欄

※  「管理者専用設定」で「管理者専用認証スルー機能」の「使用する」にチェッ
クすると、この画面を表示している端末のMACアドレスを管理者専用の
MACアドレスとして本商品に登録します。登録した端末では、クイック設定
Web起動時にユーザ名・管理者パスワード入力を省略することができます。

 ● ユーザ名とパスワード入
力画面が表示された場合
は、ユーザ名とパスワー
ドを入力してください。
※  「ユーザー名」（上段）に
は「admin」（半角小文
字）、「パスワード」（下段）
には上記で控えた管理者
パスワードを入力してく
ださい。

（画面はWindows 8 の場合の例です。）

ご利用にあたり、考えられるトラブルとその対処を下記に記載しました。
※ この他に機能詳細ガイド の「お困りのときには」でもさまざまなトラブルと対処を掲載していますので、そちらも合わせてご覧ください。
※ 解決しない場合は、本商品を初期化（☛表面「初期化方法」）し、始めから設定し直してお試しください。

 ■ ブロードバンドモデムが設置されていない場合の接続方法は？
マンションタイプのインターネット接続回線の場合、ブロードバンドモデムが設置
されていない場合があります。その場合は、本商品の電源を切り、本商品のWANポー
トと、壁などにあるインターネット接続口を ETHERNETケーブルで接続後、本商
品の電源を入れてください。
 ■ インターネットに接続できない
 ADSL/FTTH接続に関するトラブル 
 ●ダイヤルアップ接続のウィンドウが開いてくる 
 →WWWブラウザやメールソフトの設定が、LAN接続の設定になっているかど
うか確認してください。

 ●PPPoE接続できない
 →ADSLモデムに添付されていたPPPoE接続専用ソフトやWindows Vista お
よびWindows 8/7/XPの PPPoE機能を使用している場合は、それらを停止
またはアンインストールしてください。

CATV接続に関するトラブル 
 ●CATV（ケーブルテレビ）回線を使用しているが、ACTIVE ランプが点灯せず、
インターネットに接続できない
 →ご使用のモデムによっては、接続したネットワーク機器のMACアドレスを記憶
しているため、モデムの設定をリセットする必要があります。本商品、モデムの
順番で電源をいったん切り、しばらく置いておきます。モデムを置いておく時間
については、電源を切って、すぐ電源を入れてもよい場合や、20～30分もし
くは24時間必要な場合など、ケーブルテレビ会社により異なります。モデムを
置いておく時間については、ご使用のケーブルテレビ会社へご確認ください。

 ■ ACTIVE ランプが橙色に点灯している
正常なランプ表示です。無線 LANアクセスポイントモード（ルータ機能は停止）に
なっています。
ルータモード（ルータ機能を使う）に戻す場合は、電源をいったん切って、RT/AP
モード切替スイッチを「RT」側に切り替え、再度、電源を入れてください。
 ■ クイック設定Webが対応しているWWWブラウザは？
クイック設定 Web が対応している WWW ブラウザについての最新情報は、
AtermStation でご確認ください。
 ■ 本商品のクイック設定Webが開かない
 ●お使いのパソコンにプロキシが設定されていたり、ファイアウォール、ウィルス
チェックなどのソフトがインストールされている場合、設定ができなかったり、通
信が正常に行えない場合があります。
 ●セカンダリSSIDに無線 LAN接続している場合は（※）、工場出荷時の状態でネッ
トワーク分離機能機能詳細ガイド が設定されているため、クイック設定Webは表示
できません。その場合は、いったん有線で本商品とパソコンを接続して、クイック
設定Webを表示してください。設定が終わったら、再度無線LAN接続してください。
（※）AESに対応していない子機から無線LAN接続する場合など。

 ●JavaScript が無効に設定されている
→WWWブラウザの設定で JavaScript を有効に設定してください。
 ●IP アドレスの取得がうまくいっていないことが考えられます。パソコンの IP ア
ドレスを自動取得に設定してお試しください。

 ■ WANランプが緑点灯しない
本商品のWANポートと本商品のLANポートを添付のETHERNETケーブルで接続
してみる。
背面のWANランプが緑点灯する場合  
 本商品は、問題ありません。 
 ブロードバンドモデム／回線終端装置の故障が考えられます。 
緑点灯しない場合 
 本商品を初期化してみてください。 
  それでも解決しない場合は本商品の故障が考えられます。Atermインフォメーショ
ンセンターへお問い合わせください。

 ■  無線 LANアクセスポイントモードで、ACTIVEランプが橙点滅している
 本商品のIPアドレスが他の機器と競合しています。その場合は、下記の対処を行ってく
ださい。       
①  本商品が接続しているネットワークのアドレス体系を確認して、控えておく

控え欄

② 本商品をRESETスイッチで初期化する
③ 「らくらくWebウィザードで設定する」で、下記のように設定する。 
・［動作モード選択］ ：無線 LANアクセスポイント 
・［IPアドレス自動補正機能］：使用しない 
 ・［IP アドレス］：  ①で確認したアドレス体系を使用し、末尾を「210」以外の値

に変更して入力。
例： ①で確認した「IPアドレス」のアドレス体系が
「192.168.1.3」の場合 
→ 「192.168.1.XXX」と入力する（XXXは「210」以
外の任意の値）

 ・［ネットマスク（ビット指定）］
    ネットマスクをビット数形式で入力。（1～30まで入力可。）

例： ［255.255.255.0］形式のネットマスクは［24］
 ■  管理者パスワードを忘れてしまった
本商品を工場出荷状態に初期化してください。（☛表面「初期化方法」）この場合、
設定した値はすべて初期値に戻ってしまいます。ただし、クイック設定Webの「メ
ンテナンス」－［設定値の保存＆復元］で以前の設定値をファイルに保存してある
と簡単に復元させることができます。設定変更する場合は設定値を保存しておくこ
とをお勧めします。機能詳細ガイド

なお、「管理者パスワードの初期設定」時に［管理者専用認証スルー機能］を「使用
する」に設定していれば、設定時と同じ端末からクイック設定Webを起動する場合、
ユーザ名・管理者パスワード入力が省略できます。

 本商品が接続しているネットワークのアドレス体系を確認する
本商品が接続しているネットワークのアドレス体系は、下記の手順で確認します。
本商品の動作モードを無線 LANアクセスポイントモードでご利用になる場合は、ここで確認したアドレス体系を使用してクイック設定Webを起動します。

Windows Vista およびWindows 8/7 の場合

1 ［スタート］画面上で右クリックして［すべてのアプリ］をクリックし、［ア
プリ］画面にある［コマンドプロンプト］をクリックする
※  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］－［コマンドプロンプト］をクリッ
クします。

2 「ipconfig /all」と入力して、［Enter］キーを押す

3 表示された IPv4アドレスを確認する

Windows XPの場合

1 ［スタート］－［すべてのプログラム］－［アクセサリ］－［コマンドプ
ロンプト］をクリックする

2 「ipconfig /all」を入力して［Enter］キーを押す

3 表示された IPアドレス（IP Address）を確認する

Mac OS X またはOS Xの場合

1 アップルメニューの［システム環境設定］を開き、［ネットワーク］アイ
コンを選択する

2 ［Ethernet］を選択する
※ 本商品に無線 LAN接続している場合は［Wi-Fi］（または［AirMac］）を選択して［詳
細］をクリックし、［TCP/IP］タブをクリックします。

3 表示された IPアドレス（または IPv4アドレス）を確認する

iOSの場合

1 「ホーム」画面の「設定」アイコンをタップする

2 設定メニューの「Wi-Fi」をタップする

3 「ネットワークを選択 ...」から、チェックが入っている接続中のネットワーク
名（SSID）の右側にある［＞］ボタンをタップする

4 表示された「IPアドレス」を確認する

トラブルシューティング

これで本商品を使用してインターネットに接続するまでの設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、AtermStation (☛下記 )に公開されている「機能詳細ガイド」を参照してください。

らくらくWebウィザードでブロードバンド回線の設定を手動で行う
ここでは、インターネット接続に必要な本商品の動作モードを、手動で設定する方法について説明しています。設定はらくらくWebウィザードで設定します。
※ らくらくWebウィザードは、インターネット接続設定が未設定の場合にのみ、表示されます。

●  クイック設定Web、らくらくWeb ウィザードが利用できるWWWブラウザについては、
AtermStation にてご確認ください。

●  説明に使用している画面表示は、お使いのWWWブラウザやお使いのOSによって異なります。
● クイック設定Webの画面のデザインは変更になることがあります。
●  PPPoEの外付けブロードバンドモデムを使用するとき、ブロードバンドモデムに付属のユーティリ
ティでは、パソコンを同時に1台しかインターネットに接続できません。複数台のパソコンを接続
する場合はブロードバンドモデムに付属のユーティリティは使用しないでください。インターネッ
ト接続の設定は本商品のらくらくWebウィザードまたはクイック設定Webで設定をしてください。

● 動作モードがわからないときは
  接続しているブロードバンドモデムにPPPランプがあり、点灯している場合は、無線 LANアクセ
スポイントモードを選択してみてください。

● ローカルルータと無線 LANアクセスポイントの動作モードの違いは、次のとおりです。

お勧めの環境 制限事項など

ローカルルータ
モード

ルータを多重化接続
してセキュリティを
高めたい場合

本商品のルータ機能をご利用いただけますが、ブロー
ドバンドモデムと設定が競合するため、正しく動作し
ない場合があります。

無線 LANアクセス
ポイントモード

ルータを多重化するこ
とにより回線がもつス
ループットを十分に引
き出せない場合

本商品のルータ機能は停止されます。ブロードバン
ドモデムのルータ機能をご利用いただけます。悪質
サイトブロック（ファミリースマイル）機能
機能詳細ガイド は、ご利用いただけません。

②  接続事業者／プロバイダからの情報にしたがって「ユーザー
名」と「パスワード」を入力する。

 ※  接続事業者／プロバイダとの契約時に入手した接続情報の
書類で確認し、文字列を間違えないように入力してください。

 ※  フレッツの場合は、＠以降のドメインが必要です。
 ※  メールのユーザ名やドメイン、パスワードでは接続できません。
③  サービス情報サイトの接続先登録を行うかどうかを選択する。
 ※  NTT東日本の「Bフレッツ」「フレッツ・ADSL」をご利用の場合

のみ選択します。DNSルーティングの設定も自動的に行われます。

● ローカルルータモードの場合
  ご加入の接続事業者の案内に
したがって入力してください。
接続事業者の案内に何も記載
されていない場合は何も設定
する必要はありません。

次の画面が表示された場合
は、本商品のブロードバンド
モデムの接続を確認し、［OK］
をクリックします。

 

DHCPクライアント機能：
  WAN側の IP アドレスを自動で取得する場合は［使用する］
に します。接続事業者から固定の IPアドレスを指定されて
いる場合はチェックを外してください。

IP アドレス／ ネットマスク：
  接続事業者から固定 IPアドレスを指定されている場合は、その
IPアドレス、ネットマスクを入力します。WAN側をDHCPクラ
イアントとして使用する場合は特に指定する必要はありません。

1 クイック設定Webを起動する（☛上記）

2  動作モードを選択し、［次へ］をクリックする
接続事業者（例）（敬称略）ごとに動作モードを選択してください。

●PPPoEルータモードを選択する場合
フレッツ・ADSL
Ｂフレッツ
フレッツ 光ネクスト
フレッツ 光ライト

eo光
commuf＠
MEGA EGG
BBIQ
Yahoo!BB（フレッツ回線）

（※1）ルータ内蔵モデムに接続の場合は、無線LANアクセスポイントモードをお
勧めします。

（※2）IP電話をご利用で、ルータ機能が内蔵されているIP電話対応機器に接続の
場合は、無線LANアクセスポイントモードをお勧めします。

（※1）

（※2）

●ローカルルータモードを選択する場合
UCOM
CATV

Yahoo!BB（フレッツ回線以外）

（※3）IP電話をご利用で、ルータ機能が内蔵されているIP電話対応機器に接続の
場合は、無線LANアクセスポイントモードをお勧めします。

（※4）無線LANパック適用時は、無線LANアクセスポイントモードをお勧めします。

（※4）

（※3）

●無線LANアクセスポイントモードを選択する場合
フレッツ・光プレミアム

auひかり（旧：光プラス）
ADSL one（旧：メタルプラス）
イー・アクセス

3 表示される画面に合わせて、インターネット接続に必要
な情報を入力する

●PPPoEルータモードの場合
①  ［接続先名］にプロバイダの名
称など接続先としてわかる名
称を入力する。 
好きな名称でかまいません。

ゲートウェイ：
  接続事業者から指定されている場合は［使用する］の を外
し、［固定アドレス］に入力します。指定されていない場合は
特に指定する必要はありません。

ネームサーバ：
  サーバから自動で取得する場合は、［使用する］に します。
接続事業者から指定されている場合は、チェックを外し、そ
のアドレスを入力します。

ドメイン名／ホスト名：
  接続事業者からドメイン名、ホスト名を指定されている場合
は、その名前を入力します。特に指定がない場合は、空欄の
ままでかまいません。

●  無線 LANアクセスポイン
トモードの場合
 IP アドレス／ ネットマスク：
  IP アドレスが競合する場合や
IPアドレスを手動で設定する
場合は、「IPアドレス自動補正
機能」の［使用する］の を
外し、ご使用の環境に合わせて
本商品の IPアドレス／ネット
マスクを設定します。

 （例）  ルータタイプの ADSL モ
デ ム の IP ア ド レ ス が
「192.168.1.1」の場合

IPアドレス：
　　　192.168.1.210など

ADSLモデム
と同じ値

他の機器で
未使用の値

    ネットマスク（ビット指定）：24
  ※ フレッツ・光プレミアムに

接続する際は、IP アドレス
を「192.168.24.210」
に設定してください。

※  あとからクイック設定Webのペー
ジを開く場合、http://aterm.me/
からは開けなくなります。 
左記で「IPアドレス自動補正機能」
の「使用する」の を外して IP
アドレスを手動設定した場合は、
そ の IP ア ド レ ス（ 例：
http://192.168.1.210/） を
WWWブラウザのアドレス欄に入
力して開いてください。

ゲートウェイ：
  本商品のWAN側のゲートウェイアドレスを固定で設定する
場合は入力します。［IPアドレス自動補正機能］の［使用する］
の を外してから、［IPアドレス／ネットマスク］の入力内
容によって決まるネットワークアドレスの範囲内のアドレス
を入力してください。

ネームサーバ：
  本商品のWAN側のDNSサーバを手動で設定する場合は入
力します。［IPアドレス自動補正機能］の［使用する］の
を外してから、入力してください。 
複数のDNSサーバがある場合は、［プライマリDNS］とと
もに、［セカンダリDNS］も入力してください。

4 入力が完了したら、［設定］をクリックする

これでインターネット接続のための基本設定は完了です。

らくらくWeb ウィザードは、本商品を初めて設定す
る場合のみ表示されます。もう一度設定する場合は、
一度初期化してから設定を行ってください。（☛表面「初
期化方法」）なお、初期化を行うと本商品のすべての設
定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。

   インターネット接続の設定（らくらくWeb
ウィザード）をもう一度行いたい場合は

3

4
1
2
WWWブラウザ（Internet Explorerなど）を起動する
外部のホームページを開く
（例）AtermStationの場合　　http://121ware.com/aterm/

インターネットに接続できないときは
「 STEP 3らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう」で設定した親機の動作モードやユーザ名、パスワードなどが違ってい
る場合があります。
親機を初期化※して、もう一度、「 STEP 3らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう」の設定をしてください。
※表面「初期化方法」を参照してください。（初期化を行うと親機のすべての設定が工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。）
それでも解決しない場合は、右記「トラブルシューティング」を参照してください。

●パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックのソフトをいったん停止していた場合は、
有効に戻してください。

訂正b-横長タイプ3




