
＜別紙＞ 
■WR8170N シリーズ仕様 

WAN 

インタフェース 

インタフェース 
100BASE-TX/10BASE-T ×１ (Auto MDI/MDI-X 対応)   

LAN 

インタフェース 

インタフェース 
100BASE-TX/10BASE-T ×４ (Auto MDI/MDI-X 対応) 

USB 

インタフェース 

インタフェース 
USB2.0×1 ポート*4 

周波数帯域／ﾁｬﾈﾙ 2.4GHz 帯(2400-2484MHz) / 1～13ch 

伝送方式 OFDM(直交周波数分割多重)方式／搬送波数[HT20]56、[HT40]114 

MIMO(空間多重)方式 

IEEE802.11n 

伝送速度 *1 [デュアルチャネル通信有効時（HT40）] *2 

300/270/243/216/162/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps 

[デュアルチャネル通信無効時（HT20）] *2 

130/117/104/78/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps 

 (自動フォールバック)  

周波数帯域／ﾁｬﾈﾙ 2.4GHz 帯(2400～2484MHz) / 1～13ch 

伝送方式 OFDM(直交周波数分割多重)方式／搬送波数 52 

IEEE802.11g 

伝送速度 *1 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック) 

周波数帯域／ﾁｬﾈﾙ 2.4GHz 帯(2400～2484MHz) / 1～13ch 

伝送方式 DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 

IEEE802.11b 

 

伝送速度 *1 11/5.5/2/1Mbps (自動フォールバック) 

アンテナ 送信２×受信２（内蔵アンテナ） 

セキュリティ SSID 

MAC アドレスフィルタリング( 大 32 台) 

WEP(64bit/128bit/152bit)/WPA-PSK(TKIP、AES)/ WPA2-PSK(TKIP、AES) 

※IEEE802.11n では WPA-PSK(AES)、 WPA2-PSK(AES)のみの対応 

マルチ SSID 対応 

オートチャネルセレクト 2.4GHz 帯：1～11ch からサーチ 

無線 LAN 

インタフェース 

  

アクセスポイントモード 対応(ルータ・AP モード切替スイッチで切替可能) 

ルーティング方式 静的ルーティング、DNS ルーティング 

アドレス変換方式 IP マスカレード(ポートマッピング機能あり) 

接続機能 PPPoE マルチセッション( 大 5 接続)、PPPoE ブリッジ( 大 16 接続)、 

IPv6 ブリッジ(マルチキャストストリーミング無線 LAN 転送対応)、 

VPN パススルー(PPTP/IPsec)、DHCP サーバ、DNS フォワーディング 

セキュリティ IP パケットフィルタリング、不正アクセス検出、 

アクセスログ機能、ダイナミックポートコントロール機能(SPI) 

ルータ機能 

対応サービス インターネット悪質サイトブロック（ネットスター株式会社・有償）、 

DDNS サービス（ＮＥＣビッグローブ株式会社・有償） 

ユーティリティ・その他 
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 WEB ウィザー

ド、クイック設定 WEB、バージョンアップポップアップ通知 

POWER 電源通電時点灯 

ACTIVE インターネット通信確立時点灯 

AIR 2.4GHz モード時緑点灯、2.4GHz データ送受信時緑点滅 

WAN リンク確立時点灯、データ送受信時点滅 

状態 

表示 

ランプ *3 

LAN1～4 リンク確立時点灯、データ送受信時点滅 

ヒューマン 

インタフェース 

スイッチ ECO ボタン×１、らくらくスタートボタン×１、リセットスイッチ×１、 

ルータ・AP モード切替スイッチ×１ 

動作環境 温度 0～40℃ 湿度 10～90％ (結露しないこと) 

外形寸法 約 35(W)×128(D)×160(H)mm  

質量(本体のみ) 約 0.4kg（AC アダプタ除く） 

電源 AC100V±10% 50/60Hz (AC アダプタ) 

消費電力 14W（ 大） 

*1：表示の「伝送速度」は規格による理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際のデータ通信速度は異なります。 

*2：ご利用環境によっては、デュアルチャネルの有効/無効が自動で切り替わるため、デュアルチャネルを「使用する」に設定しても、

無効で接続される場合があります。 

*3：ECO モード時は POWER ランプを除き消灯します。 

*4：バスパワー駆動のハードディスクには対応しておりません。 

また、無線 LAN などのストレージ以外の機能を備えた USB メモリには対応しておりません。 

 



＜別紙＞ 
 

 

■WL300NU-AG 仕様 

端末インタフェース USB（USB2.0 推奨＊1） 

2.4GHz 帯(2400-2484MHz) / 1～13ch 

[W52]5.2GHz 帯（5150-5250）：36/40/44/48ch  ※屋内限定 

[W53]5.3GHz 帯（5250-5350）：52/56/60/64ch  ※屋内限定 

周波数帯域／ﾁｬﾈﾙ

[W56]5.6GHz 帯（5470-5725）：

100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch  

伝送方式 OFDM(直交周波数分割多重)方式／搬送端数[HT20]56、[HT40]114 

MIMO(空間多重)方式 

IEEE802.11n 

伝送速度 *2 [デュアルチャネル通信有効時（HT40）]  

300/270/243/216/162/108/81/54/27Mbps 

[デュアルチャネル通信無効時（HT20）]  

130/117/104/78/52/39/26/13Mbps 

 (自動フォールバック)  

[W52]5.2GHz 帯（5150-5250）：36/40/44/48ch  ※屋内限定 

[W53]5.3GHz 帯（5250-5350）：52/56/60/64ch  ※屋内限定 

周波数帯域／ﾁｬﾈﾙ

[W56]5.6GHz 帯（5470-5725）：

100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch  

伝送方式 OFDM(直交周波数分割多重)方式／搬送波数 52 

IEEE802.11a 

伝送速度 *2 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps（自動フォールバック） 

周波数帯域／ﾁｬﾈﾙ 2.4GHz 帯(2400～2484MHz) / 1～13ch 

伝送方式 OFDM(直交周波数分割多重)方式／搬送波数 52 

IEEE802.11g 

伝送速度 *2 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック) 

周波数帯域／ﾁｬﾈﾙ 2.4GHz 帯(2400～2484MHz) / 1～13ch 

伝送方式 DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 

IEEE802.11b 

 

伝送速度 11/5.5/2/1Mbps (自動フォールバック) 

セキュリティ*3 SSID 

WEP(64bit/128bit)/WPA-PSK(TKIP、AES)/ WPA2-PSK(TKIP、AES) 

※IEEE802.11n では WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)のみの対応 

無線 LAN 

インタフェース 

その他機能 ユーティリティ（サテライトマネージャ）対応 

ヒューマン 

インタフェース 

状態表示ランプ 状態表示 LED×1（ACT）、LED 色：緑色 

利用可能 OS Windows(r) 7 日本語版かつ 32 ビット（x86）版または 64 ビット（x64）版、

Windows Vista(r)（Service Pack 1 および 2 含む）日本語版かつ 32 ビッ

ト（x86）版、 

Windows(r) XP（ Service Pack 1 ～ 3）日本語版、 

Windows(r) 2000 Professional（Service Pack 1 ～4）日本語版 

動作環境 温度 0～40℃ 湿度 10～90％  (結露しないこと) 

外形寸法 約 28(W)×87(D)×12(H)mm （キャップを除く） 

質量(本体のみ) 約 0.02kg 

電源 DC5V×500mA(パソコンから給電) 

消費電力 2.5W（ 大） 

 

*1：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。 

*2：表示の「伝送速度」は規格による理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際のデータ通信速度は異なります。 

*3：Windows Vista(R)および Windows(R) 7/XP のワイヤレスネットワークの接続を利用する場合は、利用できる暗号化モードに 

注意してください。 

＜TKIP、AES の場合＞ 

Windows Vista(R)または Windows(R) 7/XP（SP2～3）を適用したパソコンの場合のみご利用いただけます。  
※ WL300NU-AG ではアドホック通信をご利用になれません。 



＜別紙＞ 
 

■WL300NU-G 仕様 

端末インタフェース USB2.0（USB2.0 推奨＊1） 

周波数帯域／ﾁｬﾈﾙ 2.4GHz 帯(2400-2484MHz) / 1～13ch 

伝送方式 OFDM(直交周波数分割多重)方式／搬送端数[HT20]56、[HT40]114 

MIMO(空間多重)方式 

IEEE802.11n 

伝送速度 *2 ・送信 

[デュアルチャネル通信有効時（HT40）] 

150/135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps 

[デュアルチャネル通信無効時（HT20）] 

65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps 

・受信 

[デュアルチャネル通信有効時（HT40）] 

 300/270/243/216/162/108/81/54/27Mbps 

[デュアルチャネル通信無効時（HT20）]  

130/117/104/78/52/39/26/13Mbps 

(自動フォールバック)  

周波数帯域／ﾁｬﾈﾙ 2.4GHz 帯(2400～2484MHz) / 1～13ch 

伝送方式 OFDM(直交周波数分割多重)方式／搬送波数 52 

IEEE802.11g 

伝送速度 *2 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (自動フォールバック) 

周波数帯域／ﾁｬﾈﾙ 2.4GHz 帯(2400～2484MHz) / 1～13ch 

伝送方式 DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 

IEEE802.11b 

 

伝送速度 *2 11/5.5/2/1Mbps (自動フォールバック) 

アンテナ 送信１×受信２（内蔵アンテナ) 

セキュリティ SSID 

WEP(64bit/128bit)/WPA-PSK(TKIP、AES)/ WPA2-PSK(TKIP、AES) 

※IEEE802.11n では WPA-PSK(AES)、 WPA2-PSK(AES)のみの対応 

無線 LAN 

インタフェース 

状態表示 

ランプ 

ACT 通信状態表示 

利用可能 OS Windows(r) 7 日本語版かつ 32 ビット（x86）版または 64 ビット（x64）版

Windows Vista(r)（Service Pack 1 および 2 含む）日本語版かつ 32 ビッ

ト（x86）版、 

Windows(r) XP（ Service Pack 1～ 3）日本語版、 

Windows(r) 2000 Professional（Service Pack 1 ～4）日本語版 

動作環境 温度 0～40℃ 湿度 10～90％  (結露しないこと) 

外形寸法 約 25(W)×85(D)×12(H)mm （キャップを除く） 

質量(本体のみ) 約 0.02kg 

電源 DC5V×500mA(パソコンから給電) 

消費電力 2.5W（ 大） 

 

*1：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。 

*2：表示の「伝送速度」は規格による理論上の速度であり、ご利用環境や接続機器などにより実際のデータ通信速度は異なります。 

*3：WL300NU-G では、アドホック通信をご利用になれません。 
 


