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無線ルーター本体

電源アダプタ

LANケーブル (白 )

スタンド

取扱説明書

不足しているものがございましたら、本書
裏表紙記載のサービスデスクまでお問い合
わせください。

かんたんマニュアル　１ 箱の中身を確認してください

１ 箱の中身を確認してください

p.02



① スタンドを取り付けてください

② 添付の LANケーブル (白 ) で、ご自宅の
　壁にある LANジャックと無線ルーターの
　【Internet】差込口を接続してください

2 配線してください

! 差込口を間違わないようご注意ください

かんたんマニュアル　２ 配線してくださいp.03

側面か底面の穴にスタンドのツメを差し込み、
左右どちらかに動かすと固定されます。
a.横置きの場合　b.縦置きの場合
※右画像は縦置きの例

【Internet】差込口

無線ルーター裏面

お部屋の LANジャック
※画像は一例です

a

b



③電源アダプタのコードを【DC IN】に差込み、
　コンセントを電源コンセントに繋いでください

④しばらくすると、ランプが以下の状態に
　変わります

※ランプ状態が異なる場合は、もう一度
　配線をご確認ください。

POWER（パワー）：緑点灯・点滅

WIRELESS（ワイヤレス）：緑点灯・点滅

INTERNET（インターネット）：緑点灯

ROUTER：緑点灯　か　消灯

配線は以上になります。続いて、接続設定を行います。

かんたんマニュアル　２ 配線してください p.04

※画像は一例です【DC IN】

電源コンセント

無線ルーター裏面



① セットアップカードをご用意ください

② 無線で接続したい機器をご用意ください
パソコンに設定する場合パソコンに設定する場合

※機種によっては記載の画面と表示が異なる場合がございます。
※記載の無い機種の無線設定がご不明な場合はサービスデスクまで
　お問い合わせください。

・Windows 10/8/8.1/7の場合
・Mac OS Xの場合

スマートフォン・タブレットに設定する場合スマートフォン・タブレットに設定する場合

・Android端末の場合
・iPhone/iPadの場合  

かんたんマニュアル　３ 接続設定をしてくださいp.05

３ 接続設定をしてください

! カードは失くさないよう
ご注意ください

p.06
p.08

p.10
p.12

セットアップカードは無線ルータ同梱の取扱説明
書の袋の中に入っています。

カードが見つからない場合はルータ

本体側面のバーコード付近にも同じ

情報が記載されています。

○○○○○○○○○○

Buffalo-G-○○○○○

○○○○○○○○○○
Buffalo-G-○○○○○



・Windws10/8/8.1/7 の場合
1.パソコンの画面右下の無線アイコンを左クリック

Windows10の場合

2.電波名（SSID）の一覧が表示されますので、セットアップカードに
　記載されている「SSID」　と同じものを左クリック

無線アイコンが見当たらなかったら……

画面右上の端（または右下の端）にマウスカーソルを移動し、メニューを表示
してください。
設定アイコン　　　　を左クリックし、無線アイコン　　　　を左クリックし
てください。

※画像はWindows10の場合です。
　他のバージョンでは多少外観が異なる
　場合がございます。

かんたんマニュアル　３ 接続設定をしてください p.06

Windows8/8.1の場合

Windows8/8.1の場合の補足

Windows7の場合

○○○○○○○○○○

Buffalo-G-○○○○○

Buffalo-G-○○○○○

Abcdefg1234567

Hijklmn1234567

Aaabbbccc12345



3.セットアップカードに記載されている「暗号化キー」を入力して、
　「次へ」を左クリック

3.「接続」を左クリック

左の画面が表示された場合は、お
好みでご選択いただいて構いませ
ん。よく分からなければ、
「はい」を左クリックしてください。
※他のバージョンでは、「PCの共有をオン
にして～～」と表示される場合があります
が、同様にご選択ください。

4.インターネットへの接続を確認してください

接続ができていれば、設定は完了となります。

かんたんマニュアル　３ 接続設定をしてくださいp.07

!
大文字は大文字で、小文字は小文字で
入力してください。

※「l」「o」「z」「q」は使われていません。
エル   オー  ゼット キュー

・Windws10/8/8.1/7 の場合　つづき

Buffalo-G-○○○○○

○○○○○○○○○○

Buffalo-G-○○○○○

Buffalo-G-○○○○○



1.画面右上の無線アイコンをクリック

無線アイコンが  　　表示になっている場合は、無線機能がオフに
なっています。アイコンをクリックし、「Wi-Fiを入にする」を選択
してください。

2.電波名（SSID）の一覧が表示されますので、セットアップカードに
　記載されている「SSID」　と同じものをクリック

かんたんマニュアル　３ 接続設定をしてください p.08

・Mac OS X の場合

○○○○○○○○○○

Buffalo-G-○○○○○

Buffalo-G-○○○○○
Abcdefg123456

Abcdefg1234567

hijklmn1234abcdef
Aaabbbcccddd1234

1234567890000

hijklmn1234abc
Aaabbbcccddd12

90000abcde1234
1234567890000abc



3.セットアップカードに記載されている「暗号化キー」を入力して、
　「接続」をクリック

4.インターネットへの接続を確認してください

接続ができていれば、設定は完了となります。

かんたんマニュアル　３ 接続設定をしてくださいp.09

・Mac OS X の場合　つづき

!
大文字は大文字で、小文字は小文字で
入力してください。

※「l」「o」「z」「q」は使われていません。
エル   オー  ゼット キュー

○○○○○○○○○○

Buffalo-G-○○○○○



1.ホーム画面の「設定」アイコン(歯車アイコン)をタップ

3.電波名（SSID）の一覧が表示されますので、セットアップカードに
　記載されている「SSID」　と同じものをタップ

2.「Wi-Fi」をタップ

表示が↓のようになっている場合は、

　　　をタップし、Wi-Fiをオンにして
ください。

かんたんマニュアル　３ 接続設定をしてください p.10

・Android 端末の場合

歯車アイコンが見つからない場合は、
 　　 をタップして、アプリ一覧画面
　　    を開き、その中からアイコンを
お探しください。

○○○○○○○○○○

Buffalo-G-○○○○○
Buffalo-G-○○○○○

Abcd1234abcd

1234abcd1234

efdhijk000123



4.セットアップカードに記載されている「暗号化キー」を入力して、
　「接続」をタップ

5.インターネットへの接続を確認してください

接続ができていれば、設定は完了となります。

かんたんマニュアル　３ 接続設定をしてくださいp.11

!
大文字は大文字で、小文字は小文字で
入力してください。

※「l」「o」「z」「q」は使われていません。
エル   オー  ゼット キュー

・Android 端末の場合　つづき

○○○○○○○○○○

Buffalo-G-○○○○○



1.ホーム画面の「設定」アイコン(歯車アイコン)をタップ

3.電波名（SSID）の一覧が表示されますので、セットアップカードに
　記載されている「SSID」　と同じものをタップ

2.「Wi-Fi」をタップ

かんたんマニュアル　３ 接続設定をしてください p.12

・iPhone/iPad の場合

表示が↓のようになっている場合は、

　　　を　をタップし、Wi-Fiをオン
　　　　　にしてください。

Buffalo-G-○○○○○

Abcd1234abcd

○○○○○○○○○○

Buffalo-G-○○○○○



4.セットアップカードに記載されている「暗号化キー」を入力して、
　「OK」をタップ

5.インターネットへの接続を確認してください

接続ができていれば、設定は完了となります。

かんたんマニュアル　３ 接続設定をしてくださいp.13

!
大文字は大文字で、小文字は小文字で
入力してください。

※「l」「o」「z」「q」は使われていません。
エル   オー  ゼット キュー

・iPhone/iPad の場合　つづき

○○○○○○○○○○

Buffalo-G-○○○○○



インターネットに繋がらない !
インターネットが遅い！

そんな時は、以下の方法をお試しください

改善無い場合には、裏表紙記載の
インターネットサービスデスクまでご連絡ください。

■無線ルーターの電源を入れ直す
①電源ボタンを押して電源を切ってください。
②その状態で 10 秒程度お待ちください。
③再度電源ボタンを押してください。
④5分程度お待ちいただき、インターネット接続をお試しください。　

かんたんマニュアル　４ 困ったときは p.14

■無線ルーターを初期化する
①無線機器の電源が入っている状態で、底面にある、［RESET］
　スイッチを５秒以上押し続けます。
②無線親機前面の［POWER］ランプが
　緑色に点滅したら、スイッチを離します。

! 工場出荷時の状態に初期化されます。
( お客様にて個別に行った設定が無ければ問題ございません )

４ 困ったときは

無線ルーター背面の
下側（縦置きの場合）
に電源ボタンがあり
ます。



Q．自宅以外でも利用できますか？

Q．解約方法を教えて下さい。

Q．解約後、無線LAN機器の取り扱いはどうなりますか？

A．ご契約いただいたお部屋内のみのご利用となります。携帯会社が提供す
るモバイルインターネットのような、外出先等ご自宅外でのご利用はでき
ません。

A．解約は、Webまたは書面にてお申し込み下さい。

A．無線 LAN機器を以下住所までご返却下さい。返却にかかる送料はお客
様負担となります。

なお、解約後も無線 LAN機器が返却されない場合は、機器代金 4,400
円（税込）  をご請求いたします。

〒103-0027
東京都中央区日本橋 2-16-11  日本橋セントラルスクエア7F
株式会社テンフィートライト
　　　　　　インターネットサービスデスク　宛

Q．解約にあたり、契約期間等の縛りはありますか。

A．無線 LAN機器レンタルサービスの最低利用期間は、12ヶ月となります。
最低利用期間内でのご解約の場合、残期間分に相当する月額料金をご
請求いたします。

かんたんマニュアル　５ よくある質問p.15

５ よくある質問



ご不明点がございましたら、冊子裏表紙記載の
インターネットサービスデスクまでお気軽に
お問い合わせください。

Q．無線LAN機器が動きません、無線LANが繋がりません。 

A．まずはインターネットサービスデスクまでお問い合わせ下さい。設定の確
認や、故障の可能性等をお調べします。

Q．故障と判断された場合はどうなりますか。

A．故障した機器を以下住所まで着払いにてご返却下さい。追って弊社より
交換機をお送りします。

　なお、故障機が返却されない場合は、機器代金  4,400 円（税込）
　をご請求いたします。

〒103-0027
東京都中央区日本橋 2-16-11  日本橋セントラルスクエア7F
株式会社テンフィートライト
　　　　　　インターネットサービスデスク　宛

Q．無線LAN機器を破壊・紛失・汚しました。

A．お客様の過失で機器が故障、汚損、紛失した場合は、機器代金  4,400
円（税込）をご請求いたします。

かんたんマニュアル　５ よくある質問 p.16
※税込価格は 2020 年 1月 1日現在の税率 (10％) に基づく金額です。
　税率の変動に応じて金額は変更となります。





「無線 LAN 機器レンタルサービス」についてのお問合せはこちらへ！

インターネットサービスデスク 私たち「インターネットサービスデスク」がお客様の快適なインターネット生活をサポートします。
お客様一人一人のご質問内容に合わせ、問題を一つ一つ丁寧に解決していきます。

年中無休 (受付時間／9:00~21:00)

〒103-0027
東京都中央区日本橋2-16-11
日本橋セントラルスクエア7F
http://www.10fw.co.jp/

0120-881-730
support@hocoroco.ne.jp

【お電話】

【メール】


