
１、本製品の設置・配線をする

本紙は本製品の設置や配線、初期設定を行うための説明書です。

プロバイダーから提供された機器の電源をオフにします。
お使いの回線によっては、30分程度電源を切らないと、本製品経由でインター
ネットに接続できない場合があります。

プロバイダーから提供された機器とパソコンからLANケーブル
を抜きます。

パソコンまたはMacの電源をオフにします。

１、インターネットに接続できるか確認してください。
２、プロバイダーから提供された書類を用意してください。

２、接続方法を選ぶ

プロバイダーから提供された機器と本製品背面
の青色の端子（INTERNET端子）をLANケーブル
でつなぎます。

本製品のACアダプターをコンセントに差し込みます。

約2分後 下図の①～⑤の状態を確認します。

ランプが一つも点灯していないときは、
背面の電源ボタンを押してください。
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プロバイダーから提供された機器の電源を入れます。
機器の電源を入れる順番を誤ると正しく接続できないことがあります。
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はじめに
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前面

背面

インターネットに接続できない場合は、回線業者の説明書を参照して、インターネットに接続できる状態にしてください。
ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザー名、パスワードを設定する必要があります。これらの記載があるか確認してください。

以下から接続方法を選び、本製品の初期設定を行ってください。

□ 暗号化キーを入力して無線接続する　   →別紙  ３  へ 

本製品を設置します。

8 モードスイッチが「AUTO」になっていることを確認します。

4 本製品の、側面に貼られた保護シート
を取り外してください。
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Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

暗号化キーを入力して無線接続します1

続いてうら面の「        インターネットに接続します」に進んでください。2

Windows Vista、Windows XPをお使いの場合は、うら面を参照してください。

パソコン・タブレット機器の電源をオンにします。

タスクトレイのアイコン（　                        ）をクリックします。
Windows 8.1/8の場合は、デスクトップ画面に切り替えてください。

セットアップカードの「SSID(g)」に記載の接続先をリストから選択し、［接続］をクリックします。

「暗号化キー」を入力し、［次へ］または［OK］をクリックします。

手順　　で選択した接続先に「接続済み」または「接続」と表示されることを確認します。
共有に関するメッセージ（例：「このネットワーク上の他のPCやデバイスが、このPCを検出できるようにしますか？」など）が表示されたら、「いいえ」
をクリックします。
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■スマートフォン・タブレットで設定する      →別紙  ２  へスマートフォン、タブレット

上記以外の場合

■ 無線で設定する（Windows）　　  　　 →本紙 「３、無線接続」へ

■ 無線で設定する（Mac） 　　  　 →別紙  ３  へ

■ 有線で設定する（Windows/Mac）　　  →本紙裏面 「４、有線接続」へ

パソコン

パソコンまたはMacプロバイダーから
提供された機器（モデムなど）

LAN
ケーブル

電源

OFF
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縦置き・横置き

壁掛け 壁掛けの設置方法については、当社ホームペー
ジ（http://d.buffalo.jp/wsr-300hp/）に掲載の「エ
アステーション設定ガイド」を参照してください。

①点灯（緑）：POWERランプ
※本製品の電源投入後、緑色に点滅し、数十秒で
点灯します。

③点灯（緑）または消灯：INTERNETランプ
　※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。

④点灯（緑）または消灯：ROUTERランプ
　※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。

３、無線接続

パソコンまたはMac
（有線もしくは無線で接続）

電源

本製品
（背面）

電源

プロバイダーから
提供された機器
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②点灯（緑）：WIRELESSランプ
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AUTO：モードスイッチ

スタンド

スタンドの突起部分を下記の図の方向で本製品のくぼ
みに入れ込み、矢印の方向にスライドして固定してく
ださい。

保護シート

⑤ON：電源ボタン
※本体前面のランプがすべて消えている
場合は、ボタンを押してONにしてくだ
さい。



Webブラウザー（Microsoft Edge、Internet Explorerなど）を　
起動します。
ホームページが表示されたら、設定はすべて完了です。

（これ以降の手順は必要ありません）

［Internet側の確認を行う］をクリックし、手順　　以降を行ってください。

ユーザー名に「admin」（小文字）、パスワードに「password」（小
文字）を入力します。

プロバイダーの資料（プロバイダー登録通知書）にしたがって各項
目を入力し、［進む］をクリックします。

インターネットへの接続確認画面が表示されます。

「接続成功です」という画面が表示されたら、画面を一度閉じます。

もう一度Webブラウザー（Microsoft Edge、Internet Explorerな
ど）を起動してホームページを表示します。

Windowsの場合は
Microsoft Edgeまたは
Internet Explorer、Mac
の場合はSafariを起動し
て、ホームページにアク
セスします。
ホームページが表示されたら
設定は完了です。

［Internet側の確認を行
う］をクリックします。

ユーザー名に「admin」
（小文字）、パスワードに
「password」（小文字）を
入力して、［ログイン］をク
リックします。
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接続先ユーザー名：
プロバイダーの資料・ハガキに記
載されています。プロバイダーに
よって名称が異なります。
例） 接続ID、ログインアカウント、

認証IDなど

接続先パスワード：
接続先ユーザー名に対するパス
ワードを入力します。

DNS（ネーム）サーバーアドレス：
プロバイダーの資料・ハガキに記
載がない場合、入力は不要です。

上記以外の設定：
該当するサービスをお使いの場
合のみ設定してください。

インターネットへの接続確
認画面が表示されます。

「接続成功です」という画
面が表示されたら、いった
んWebブラウザー
（Microsoft Edgeまたは
Internet Explorer、
Safari）を閉じます。

もう一度Webブラウザー
（Microsoft Edgeまたは
Internet Explorer、
Safari）を起動します。

ホームページが表示され
ます。
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暗号化キーを入力して無線接続します1 インターネットに接続します2

４、有線接続３、無線接続

Windows Vista

パソコンまたはMacと本製
品にLANケーブルを差し込
みます。

Windows XP

（おもて面からの続き）
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「Internet回線判別中」画面が表示された場合

以上で初期設定は完了です。

パソコンをLANケーブルで
接続する

パソコンまたはMacの電
源をオンにします。

「Internet回線判別中」
画面が表示された場合

プロバイダーの資料（プ
ロバイダー登録通知書）
にしたがって各項目を入
力し、［進む］をクリックし
ます。

以上で初期設定は
完了です。
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パソコン・タブレット機器の電源をオンにします。

タスクトレイのアイコン（　　）をクリックし、「ネットワークに接続」
を選択します。

セットアップカードの「SSID(g)」に記載の接続先をリストから選択
し、［接続］をクリックします。

※ 「アクセスポイントの構成ボタンを押してください」という画面が表示された場合
は、「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」をクリックしてください。

「暗号化キー」を入力し、［接続］をクリックします。

「Buffalo-G-xxxxに正しく接続されました」と表示されたら、「この
ネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」に
チェックを入れ、［閉じる］をクリックします。
※ 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたら、［キャンセル］をクリックしてく
ださい。
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パソコン・タブレット機器の電源をオンにします。

タスクトレイのアイコン（　　）をクリックします。

セットアップカードの「SSID(g)」に記載の接続先をリストから選択
し、［接続］をクリックします。

「暗号化キー」を入力し、［接続］をクリックします。

「Buffalo-G-xxxx」に「接続」と表示されていることを確認します。

［×］をクリックして、画面を閉じます。6

続いて本紙右側の「        インターネットに接続します」に進んでください。2

Windows 10/8/8.1、Windows 7をお使いの場合は、おもて面を参照してください。

接続先ユーザー名：
プロバイダーの資料・ハガキに記載されて
います。プロバイダーによって名称が異なり
ます。
例） 接続ID、ログインアカウント、認証IDなど

接続先パスワード：
接続先ユーザー名に対するパスワードを入
力します。

DNS（ネーム）サーバーアドレス：
プロバイダーの資料・ハガキに記載がない
場合、入力は不要です。

上記以外の設定：
該当するサービスをお使いの場合のみ設
定してください。

XXX
!AOSS-XXXX

Buffalo-A-XXXXXX
Buffalo-G-XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

AOSS2 キー

AOSS2

SSID/a

暗号化キー

SSID/g

XXX
!AOSS-XXXX

Buffalo-A-XXXXXX
Buffalo-G-XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

AOSS2 キー

AOSS2

SSID/a

暗号化キー

SSID/g

パソコンまたはMac本製品（背面）プロバイダーから
提供された機器

黒色の端子（LAN
端子）のいずれ
かに差し込む

ON

1 2


