
本製品をNTTぷららからレンタルされたお客様

お問合せ先

ぷららダイヤル

※本製品をレンタルされたお客様以外からのお問合せは受付できません。

10:00 ～ 19:00
( 年中無休 )

【固定電話から】
009192-33( 無料 )

【ひかり電話から】
0120-971391( 無料 )

【携帯電話・公衆電話・海外から】
050-7560-0033( 有料 )

連絡先 TEL 受付時間

お使いになる前に、本紙をお読みください。お読みになった後は大切
に保管してください。
※安全にお使いいただくための大切な情報は、本紙うら面をご参照ください。
※本製品に強い衝撃を与えないでください。本製品を落としたり、転倒させ
たりすると、故障の原因になります。
※設備や機器、制御システムなどでの本製品の使用は意図されておりません。
詳細は、本紙うら面「免責事項」を参照してください。
※最新の製品情報や対応機種については、インターネットホームページ
（https://www.buffalo.jp/）を参照してください。

各部の名称

□ 無線 LAN親機（本製品）............................................................ 1 台
□ ACアダプター................................................................................. 1 個
□ LANケーブル ................................................................................. 1 本
□ セットアップカード ........................................................................ 1 枚
□ はじめにお読みください（本紙）................................................ 1 枚
□ セットアップガイド ........................................................................ 1 枚

パッケージ内容

本製品の取扱説明書について

はじめにお読みください
AirStation   WSR-1166DHPL2/PL 「管理」－「ファームウェア更新」内の「ファームウェア自動更新機能」

で設定の変更ができます。設定画面の表示方法は、当社ホームペー
ジに掲載の「ユーザーマニュアル」をご参照ください。

シンナーやベンジンなどの有機溶剤で、本製品を拭かないでください。
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひど
い場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭
き取ってください。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問合せください。

使用上の注意

廃棄の注意

本製品の故障などの問合せ先

出荷時設定 /仕様 ファームウェア自動更新機能について

出荷時設定

仕様

本機能についてのご注意

よくあるご質問 /ソフトウェア/ 取扱説明書
本製品に関する、「よくあるご質問」、「ソフトウェア」、「取扱説明書」は、
下記の手順で入手できます。

下記にアクセスします。1

86886.jp/wsr-1166dhpl2_pl

一覧が表示されたら、コンテンツを参照またはダウンロードしてく
ださい。

2

１.はじめにお読みください（本紙）
 パッケージ内容、各部の名称、仕様、製品に関するお問合せ先などをご

案内しています。

２.セットアップガイド
 設置からインターネットに接続するまでをご案内しています。

３.ユーザーマニュアル※

 本製品のさまざまな機能や設定方法をご案内しています。
 ※当社ホームページ（右記の「よくあるご質問 / ソフトウェア/ 取扱説明書」

参照）からダウンロードできます。

項　目

LAN設定

Wi-Fi 設定

工場出荷時設定

LAN側 IPアドレス

DHCPサーバー機能

192.168.11.1（255.255.255.0）

使用する（割り当て IPアドレス：
192.168.11.2 から64 台）
デフォルトゲートウェイ：
本製品の LAN側 IPアドレス
DNSサーバーの通知：
本製品の LAN側 IPアドレス

セキュリティー設定

ユーザー名 /パスワード

SSID/ 暗号化キー ：セットアップカードに記載
セキュリティー ：WPA2-PSK AES

管理設定

ユーザー名 ：admin
パスワード ：セットアップカードに記載

項　目 仕　様

LAN 端子×3（AUTO-MDIX 対応）
INTERNET 端子×1（AUTO-MDIX 対応）

データ転送速度（有線） 1000/100/10Mbps（自動認識）

消費電力

端子数

最大 9.1W

動作温度 /動作湿度 0 ～ 40℃/10 ～ 85％（結露しないこと）

外形寸法（本体のみ） 55 (W)×159 (H)×130 (D)mm

本製品は、「ファームウェア自動更新機能」（以下「本機能」と記載します）
に対応しています。本機能を使用することで、脆弱性などのセキュリ
ティーに関する問題などが発見された場合に、新しいファームウェアが
自動的に本製品へ適用されます。また、本製品の設定画面から設定を
変更することで、常に最新のファームウェアに自動更新したり、更新の
通知のみを受け取る設定や本機能を無効にすることもできます。

●ファームウェアの更新中はインターネットに接続できなくなります。
●従量制課金契約の場合は、ファームウェアダウンロードによる通信
費用や、パケット通信量の超過による速度制限が発生することがあ
ります。発生した通信費用はお客様負担となります。
●本機能は以下の情報を、当社が管理するサーバーに送信します。
・ 本製品の機器名称とファームウェアバージョン
・ 本製品の設定情報の一部
・ 本製品のネットワーク判別情報
SSID や暗号化キー、パスワードなどの情報は送信されません。当社は、こ
れらの情報を本機能の実現と今後の製品改善のためだけに利用し、それ以
外の目的では利用しません。本機能について同意いただけない場合は、
上記の 　　　 を参照して、本製品の設定画面で自動更新をしない設定に
変更してください。

本製品について
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用
することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に
近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明
書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B
※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

①POWERランプ
電源を入れて約 1分経つと緑色に点灯します。
エラー発生時は橙色に点滅します。電源を入れ直しても橙色
の点滅が続く場合は、右記の「本製品の故障などの問合せ先」
にお問合せください。

②WIRELESSランプ
Wi-Fi 通信状態を表示します。

③INTERNETランプ
インターネット通信状態を表示します。

④ROUTERランプ
ルーターの状態を表示します。

⑤AOSSボタン
スマートフォンやパソコンを接続するとき、または無線引っ
越し機能を使用するときに押します。

⑥ROUTER/APスイッチ
動作モードを指定するときに使用します。

⑦LAN端子
パソコンやハブを接続します。

⑧INTERNET 端子
プロバイダーから提供された機器（モデム）を接続します。

⑨RESETボタン
3 秒以上押すと、本製品の設定を初期化します。

⑩DC端子
付属の ACアダプターを接続します。

⑪ACアダプター用フック
ACアダプターのケーブルが抜けないように、ケーブルを引っ
掛けます。

⑤

前面 背面

⑧

⑨
⑩
⑪

⑥

⑦

②

①

③
④

各部の仕様についての詳細は、当社ホームページ（右記の「よくあ
るご質問 /ソフトウェア /取扱説明書」参照）に掲載の「ユーザーマ
ニュアル」を参照してください。



はじめにお読みください
2020 年 2月　初版　株式会社バッファロー

免責事項

商標・登録商標

■使用している表示と絵記号の意味
警告表示の意味

警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を
守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内
容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害
の発生が考えられる内容を示しています。

警告

注意

絵記号の意味　　　　　の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。（例：　  感電注意）

してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：　  分解禁止）

しなければならない行為を示します。（例：　  プラグをコンセントから抜く）

安全にお使いいただくために必ずお守りください
お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いい
ただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、
必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。
なお、本書には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステ
ム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障 /トラブ
ルや、いかなるデータの消失や破損または取り扱いを誤ったために生じた本
製品の故障 /トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご
了承ください。

※本製品は、GPL/LGPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソー
スコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせします。オープンソースと
しての性質上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記
載の条件により当社による保証がなされています。GPL/LGPLのライセンスについては、
当社ホームページをご覧ください。変更済みGPL 対象モジュール、その配布方法につ
いては、当社のホームページ（https://www.buffalo.jp/download/）をご覧いただくか、
サポートセンターにご連絡ください。配布時発生する費用は、お客様のご負担となります。

AC100V (50/60Hz) 以外のコンセントには、ACアダプターを差し込まないでく
ださい。
海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れが
あります。

本製品の分解・改造・修理を絶対にしないでください。
火災、感電や故障の原因になります。また、本製品のシールやケースを取り
外した場合、修理をお断りすることがあります。

ACアダプターがコンセントに接続されているときは、濡れた手で本製品に触ら
ないでください。
感電や故障の原因になります。

分解禁止

禁 止

禁 止

禁 止

次の場所には設置しないでください。故障の原因になります。
• 強い磁界、静電気が発生する場所
• 温度、湿度が本製品の使用環境を超える場所
• 結露する場所
• ほこりの多い場所

注意

禁 止

振動する場所、平らでない場所には設置しないでください。
故障や破損の原因になります。また、転倒したり、落下して、けがの原因に
なります。禁 止

直射日光の当たる場所、熱気のこもる場所、暖房器具の近くには設置しない
でください。
故障や変形の原因になります。禁 止

ACアダプターは、コンセントに完全に差し込んでください。
差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因になり、火災や
感電の恐れがあります。強 制

ACアダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。
本製品付属以外の ACアダプターをご使用になると、電圧や端子の極性が異
なることがあるため、発煙、発火の原因になります。

液体や異物などが本製品の内部に入ってしまったり、煙が出たり、異臭、異音
がしたら、すぐにコンセントからACアダプターを抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。おもて面に記載の
「本製品の故障などの問合せ先」にご相談ください。

風呂場など水分や湿気が多い場所や、漏電・漏水の危険があるところでは、
本製品を使用しないでください。
火災、感電や故障の原因になります。

強 制

ACアダプターのほこりは定期的に取り除いてください。
ACアダプターとコンセントの間にほこりがたまると、湿気などの影響により
火災の原因になります。強 制

強 制

本製品およびケーブル類は、小さなお子様の手が届かないように配置してくだ
さい。
触ってけがをする恐れがあります。強 制

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃を与えてしまっ
た場合は、すぐにコンセントからACアダプターを抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。おもて面に記載の
「本製品の故障などの問合せ先」にご相談ください。

水場での
使用禁止

ACアダプターを傷つけたり、加熱したりしないでください。火災や感電の原因
になります。
• ACアダプターのケーブルを壁や棚などの間にはさみ込んだり、重いものを上
にのせたりしないでください。
• 熱器具に近づけたり、加熱したりしないでください。
• ACアダプターのケーブルを引っ張ったり、極端に折り曲げたりしないでください。
• ACアダプターを接続したまま、機器を移動しないでください。
万一、ACアダプターが傷んだら、おもて面に記載の「本製品の故障などの
問合せ先」にご相談ください。

禁 止

無線 LAN製品使用時におけるセキュリティーに関するご注意
無線 LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと
無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由
に LAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であ
れば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティーに関する設
定を行っていない場合、通信内容を盗み見られる、不正に侵入されるなどの可能性
があります。本製品は、セキュリティー設定を行った状態でお使いください。また、
当社ホームページに掲載の「ユーザーマニュアル」の「無線 LAN製品使用時におけ
るセキュリティーに関するご注意」もあわせてお読みください。

■本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命
に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用または
これらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御シス
テムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な
損害などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御シス
テムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に
万全を期されるようご注意願います。

■本製品は、日本国内での使用を前提に設計・製造されています。日本国外での使用に
おける故障・不具合についての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータ
が消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等
の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載
された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してく
ださい。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったた
めに、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を
負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意ま
たは重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同
一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

■本書に記載された責任は、日本国内においてのみ有効です。

BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。AirStation™、AOSS™は、
株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の
商標または登録商標です。本書では™、Ⓡ、Ⓒなどのマークは記載していません。

本書について
■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、
改変などを行うことは禁じられております。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに
変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載
漏れなどがありましたら、おもて面に記載の「本製品の故障などの問合せ先」までご
連絡ください。

■本製品（付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法
および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、
注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。


