
右上へ進む

 裏面 STEP 3 で親機の設定をしてください。

各部の名称
有線で接続する場合は

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。
その後、裏面の STEP 3 へお進みください。（増
設の場合は STEP 4 へ）
※  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（1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-Tまたは10BASE-Te）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

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▲マークが本体前面方向（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.
1m

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

（注）自作のパソコンはサポート外となります。

★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。
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この度はAtermWG600HPをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
AtermWG600HP（以下、本商品または親機と呼びます。）は、IEEE802.11n、IEEE802.11a、
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

技術基準適合認証品

子機WL300NU-AGを接続しよう

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。
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親機WG600HPを設置して電源を入れよう1
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。

右上へ進む 右上へ進む

READMEをよく読み、「README」画面
を閉じる

クリック

※自動インストール中は次の画面が表示されます。
完了するまで、しばらくお待ちください。

［ドライバのインストール］の画面は表示されません。通知領域
（タスクトレイ）に［サテライト（無線子機）のドライバがイン
ストールされていません。］というバルーンが表示されます。

Windows XP/2000 Professionalの場合

インストールが完了するまで操作しないでください。

子機を接続する

子 機

1

2

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分以内に親機の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
に親機の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

※POWERランプは約10秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻ります。

POWERランプ
が緑点滅したら
ボタンを放します。

POWERランプ

カチッ・・・

らくらく
スタートボタン

長押し

POWERランプ

らくらく
スタート
ボタン

らくらくスタートボタンを２回押す
だけで、無線LAN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。

※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での設定中は他の無線LAN接続はいったん切断されます。

POWERランプが
橙点灯したら
ボタンを放します。

1回目

2回目

チカ
　チ
カ

POWERランプ

チカ
　チ
カ

カチッ・・・

らくらく
スタートボタン

長押し

POWERランプ

＜親機＞

＜親機＞

＜親機＞

上の画面が表示されない場合は、通知領域
（タスクトレイ）にあるサテライトマネー
ジャのアイコン　　を右
クリックし、［らくらく無
線スタート］をクリック
してください。

らくらく無線スタートで無線LAN設定をする

指示があるまで子機は接続しないでください

Windowsを起動する
Administrator（権限のあるアカウント）でログオンしてく
ださい。

添付のCD-ROM（ユーティリティ集）をCD-ROM
ドライブにセットする
※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、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。

子機設定のユーティリティ（サテライト
マネージャ）をインストールする

無線LAN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。それでも無線LAN接続できない場合は、裏面「トラブルシューティング
（WL300NU-AG）」を確認してください。

CD-ROM ドライブがない場合は、裏面「トラブルシューティング
（WL300NU-AG）」を参照して WL300NU-AG のユーティリティ
をダウンロードしてください。
ダウンロード後、ダウンロードした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。

以上で無線LAN接続は完了です。（CD-ROMは取り出してください。）

●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。
●USB（USB2.0）ポートのあるパソコンをご使用ください。
●パソコン（注）に接続されたETHERNETケーブルは外してください。
●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有効にしている場合は、いったん停止しておくことをお勧めします。
停止しないと設定できない場合があります。（停止方法はパソコンまたはソフトウェアメーカへお問い合わせください。）※

※ AtermStation－［サポートデスク］－［Q&A］にて、参考情報として、設定方法の例をご案内しています。
（2013年5月現在）

 ・Windowsのファイアウォール機能を無効にしたい

こちら

ディスクに対して行う操作選択画面（または［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

クリック

以降画面にしたがってインストールする

※画面はバージョンによって異なる場合があります。

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］または［続行］をクリックする

親機との無線接続・電波状態は、通知領
域（タスクトレイ）に表示されるサテライ
トマネージャアイコンで確認できます。

● 親機との電波状態

※ アイコンにポインタを近付けると、下記のようなバルーンが表示されます。
バルーン表示では、接続中のネットワーク名（SSID）、無線状況（電波状態）、リンク速度
（送信）を確認することができます。

● 親機との接続状態

青3本
強い

青2本
普通

黄2本
弱い

赤1本
限界

子機が正しく
接続されていません。

親機が見つかりません。親機が正しく
検出できています。

（注）自作のパソコンはサポート外となります。

□  WG600HP 
無線 LANアクセスポイント

※  保護シートが貼ってあります。
はがしてご利用ください。

□  スタンド □  ACアダプタ 
（品番：AL1-003209-001）

□  つなぎかたガイド①
（本書）

□  つなぎかたガイド②
（別紙）

□  保証書
（「つなぎかたガイド②」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
（白色／約50cm／
カテゴリ5e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。

□  WL300NU-AG 
無線USBスティック

※  保護シートが貼ってあ
ります。はがしてご利
用ください。

□  USBフレキシブルケーブル □  CD-ROM（ユーティリティ集）

本商品のマニュアルについて
本商品のマニュアルは、「つなぎかたガイド①／②」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］

PA-WG600HP/U
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USBスティックセット

WG600HP　USBスティックセット用

つなぎかたガイド②は、「つなぎかたガイド②」を、機能詳細ガイド は、「機能詳細ガイド」を参照してください。

ACTIVEランプ
（通信状態表示）
2.4GHz ランプ
（2.4GHzモード無線通信状態表示）

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）

ACアダプタ接続コネクタ

LANランプ

WANランプ

RESETスイッチ
　初期化するときに使用。

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）。

〈側面（裏）〉

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
※  前面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。

WG600HP

〈前面／側面（表）〉

（※）  本商品を快適にご利用いただくには、1000BASE-T、1000Mbps
もしくは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）

ECOボタン
　 ECOモード設定時に使用。
機能詳細ガイド

5GHzランプ
（5GHzモード無線通信状態表示）
TVランプ（TVモード通信状態）

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

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
ACアダプタを接続すると、親機の電源が入ります。

  親機のPOWERランプとWANランプが緑点灯する

※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。

ブロードバンド
モデム

ETHERNETケーブル
（添付品）

電源コンセント

ACアダプタ
接続コネクタ

WG600HP
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。

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
※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。

 ■「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。

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

チカ
　チ
カ

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

　　　　　　　　  の「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、　　　　　　　　　　　　　の
「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」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のページを開く
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

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(☛　　　　　　　　 の「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。

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

ボタンは押したまま30～40秒

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、2.4GHz、
5GHz、TVのランプが同時に緑点滅したら放す

同時に緑点滅せず、同時に橙点滅した場合は
らくらくネットスタートが起動できていません。
親機を初期化し、手順1からやり直してください。
（☛「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
2.4GHz、5GHz
橙点滅
TV
橙点滅設定完了 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

TV
赤点滅

2.4GHz、5GHz
赤点滅

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＞
(☛　　　　　　　　の「クイック設定
Webの起動方法」)

クイック設定Webが開かない場合は
(☛　　　　　　　の「トラブル
シューティング」)

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

❶長押ししたまま

カチッ・・・

❷接続する

❹放す

チカ
　チ
カ

（※）TVランプは、無線の接続状態によっては、緑点灯している場合があります。

［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

（※）（※）

（※）

（※）

つなぎかたガイド②

つなぎかたガイド②

つなぎかたガイド②

つなぎかたガイド②

つなぎかたガイド②

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

WL300NU-AGのご利用について
各部の名称とはたらき

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-AG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 
（無線 LAN接続が確立されていない）

消灯 電源が入っていないとき
（無線機能が「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-AG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-AG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  ［AtermWL300NU-AGの取り出し］をクリックする
  ※  Windows Vista およびWindows XPの場合は、 

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

 ③  「‘NEC AtermWL300NU-AG（PA-WL300NU/AG）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-AG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-AGの角度や向きを自由に調整することができます。

WL300NU-AG

USBフレキシブルケーブル

WL300NU-AG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-AGのUSBハブとの接続は保証の限りではありません。
 ●WL300NU-AG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-AG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-AG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-AG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-AGを取り付けて使う場合は、必ず内
蔵無線 LANの［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。
 ●ユーティリティをインストールする前に、誤ってWL300NU-AGをパソコン
に取り付けてハードウェアウィザードが起動した場合は、［キャンセル］をク
リックして、WL300NU-AGを取り外してください。
 ●WL300NU-AG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-AG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-AGとWL300NC-G などの無線 LANカードを同時に使用する
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-AG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-AG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-AGを取り外したうえで再度取り付けてください。

サテライトマネージャの使い方について
サテライトマネージャでは、WL300U-AGの無線LANの設定をすることができます。
＜サテライトマネージャの起動方法＞
［スタート］画面で［サテライトマネージャ］をクリックして起動します。
※  Windows Vista およびWindows 7/XPの場合は、［スタート］（Windows
のロゴボタン）－［すべてのプロパティ］－［AtermWARPSTARユーティ
リティ］－［サテライトマネージャ］をクリックします。

詳しい使い方については、親機の「機能詳細ガイド」を参照してください。

Windows XPの「ワイヤレスネットワーク接続」でいったん設定を行っていた場合、
Windows XPでサテライトマネージャをご利用になるには、Windows XPの「ワイヤ
レスネットワーク接続」を停止する必要があります。
停止方法は次のとおりです。
① サテライトマネージャを起動する
②  通知領域（タスクトレイ）にあるサテライトマネージャのアイコンを右クリックし、
［プロパティ］をクリックする

③ 次の画面が表示されるので［はい］をクリックする

　　　　

以上の設定を行うと、Windows XPでサテライトマネージャが使用できるようになります。

 Windows XPでサテライトマネージャを
ご利用になるには

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」でご覧ください。
①  無線USBスティックの無線 LANのセキュリティ設定や状態表示を行う「サ
テライトマネージャ」（Windows版）

②  無線USBスティック用のドライバー式（Windows版）
※  WL300NU-AG の対応OSは、Windows Vista（32 ビット版のみ）およびWindows 
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、CD-ROMは使用せず、右
記の「トラブルシューティング（WL300NU-AG）」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（ディスクに対して行う操作選択画面）
が表示されたら、［Menu.exe の実行］をクリックしてください。

 ※  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、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。

●  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て［すべてのアプリ］をクリックし、［アプリ］画面

にある［ファイル名を指定して実行］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］、Windows XP の場合は［スタート］をクリッ
クして、［ファイル名を指定して実行］を選択します。

 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）

  ※  ［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。

  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、「Shift」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 8/7/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 8/7/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 8/7の場合、1GB以上（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。
本商品に添付のCD-ROMには、弊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。弊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アクセステクニカ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アクセステクニカが提供するソフトウェアのご使用条件
NECアクセステクニカ株式会社（以下「弊社」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、弊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）  弊社は、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）  弊社は、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年以内に弊社が許諾

プログラムの誤り（バグ）を修正したときは、弊社は、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弊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。弊社では、弊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弊社は当該記憶媒
体を無償で交換するものとし（ただし、弊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）  弊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

き弊社が予見し、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いっさい責任を負いません。また弊
社が損害賠償責任を負う場合には、弊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（WL300NU-AG）
トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらをご覧ください。

※ 親機の設定、確認方法については、親機の「機能詳細ガイド」を参照してください。

 ■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、AtermStation（http://121ware.com/aterm/）－［ダウンロー
ド］－［ソフトウェア］にて、WL300NU-AGを選択し、WL300NU-AGのユー
ティリティをダウンロードしてください。

 ■らくらく無線スタートが成功しない
 ●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を行ってください。

 ●WL300NU-AG 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。

 ■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-AG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、データ通信がき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。

 ■サテライトマネージャの「ネットワークの参照」で親機が見つから
ない
 ●電波状態により、「ネットワークの参照」で親機の電波を検出できない場合があります。
このような場合は、「新規登録」で直接ネットワーク名（SSID）を入力して検索し
直してください。
 ●親機側のクイック設定Webで「ESS-ID ステルス機能（SSID の隠蔽）」を「使
用する」に設定している場合は、「ネットワークの参照」に応答しません。「新規
登録」で直接ネットワーク名（SSID）を入力するか、ETHERNET接続のパソコ
ンから「ESS-ID ステルス機能（SSID の隠蔽）」の「使用する」のチェックを外
して「ネットワークの参照」で検索してください。
 ●子機のドライバが正常に組み込まれていないことが考えられます。ドライバをいっ
たんアンインストールしたあと、再度インストールしてみてください。
 ●ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、LAN カードおよび
LANボードの機能を停止させないと、子機のドライバが正しくインストールされ
ない場合があります。LANカードおよび LANボードの機能を停止させてから、
設定を行ってください。

 ■サテライトマネージャが使用できない
 ●WL300NU-AGのドライバが正しくインストールされていない場合があります。
下記「 ドライバをアンインストール（削除）するには」を参照していったんド
ライバとユーティリティ（Windows XPの場合はドライバ）を削除してから、も
う一度ドライバとユーティリティ（Windows XPの場合はドライバ）をインストー
ルしてください。

WL300NU-AG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-AGのドライバ
をインストール前の状態に戻したい場合は、WL300NU-AGのドライバをアンインストール（削除）
します。
※  Aterm WARPSTARユーティリティがインストールされている必要があります。
■ Windows Vista およびWindows 8/7 の場合
  次の手順でいったんドライバとユーティリティを削除してから、もう一度、ドライ
バとユーティリティをインストールしてください。

 ①  通知領域（タスクトレイ）の［サテライトマネージャ］アイコンを右クリックし、
［終了］を選択する

 ② WL300NU-AGを取り外す
 ③ ［スタート］画面で［サテライトマネージャ］を右クリックして［アンインストー

ル］をクリックし、［Aterm WARPSTAR ユーティリティ」を選択して［アン
インストールと変更］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］－［Aterm WARPSTAR ユーティリティ］－［ド
ライバとユーティリティの削除］をクリックします。

 ④ ［ユーザーアカウント制御］の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 画面の指示にしたがって、アンインストールを行う

■ Windows XPの場合
  次の手順でいったんドライバを削除してから、もう一度、ドライバをインストール
してください。

 ①  通知領域（タスクトレイ）の［サテライトマネージャ］アイコンを右クリックし、
［終了］を選択する。

 ② WL300NU-AGを取り外す
 ③  ［スタート］－［すべてのプログラム］－［Aterm WARPSTARユーティリティ］

－［ドライバのアンインストール］をクリックする
 ④  アンインストールするドライバを選

択し、［実行］をクリックする
 ⑤  画面の指示にしたがってアンインス

トールを行う

   ドライバをアンインストール（削除）するには

3
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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。）
それでも解決しない場合は、  　　　　　　　の「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。

つなぎかたガイド②

訂正b-横長タイプ3




