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簡易セットアップマニュアル 
１．構成品確認と準備 
本製品の構成を「構成品一覧」に示します。品物が揃っているか、
破損していないかを確認してください。 

警告 

本製品に添付している電源アダプタおよび電源ケーブルは、 
本製品以外で使用しないでください。 

また、本製品を設置するときや設定を行うときなどに必要な物品
を以下に示します。 

構成品 数量 記事 
MW3301-R 1 本体 
PoEアダプタ 

（型番：EBU-101G-T3 LF） 1 MW-PoEアダプタ 

電源アダプタ 
（型番：EADP-48EB B） 1 MW3301-R専用 

※電源ケーブル含む 
LANケーブル（ストレート・3m） 1 
安全にお使いいただくために 1 
簡易セットアップマニュアル 1 本書 

オプション ※ 
壁掛けスタンド 1 
壁掛け固定用ネジ 1 
壁掛け設置用ネジ 4 天井面/壁面設置用 

アンカー 4 壁掛け設置用ネジ用 

＜ 構成品一覧 ＞ 

本製品の上面や側面等に物を置いたり、積み重ねたり
しないでください。 

机の上など水平で安定した箇所に設置してください。 

② 平置き設置の場合 

警告 

本製品を天井に設置することにより、無線電波が平置き
設置や壁掛け設置より飛びやすくなるため、より広範囲
での無線通信が可能になります。 
 
設置方法は、壁掛け設置の手順と同じです。「壁掛け設
置の場合」を参照してください。 
 
【注意】 
天井面への設置となりますので、安定した足場を確保し
て、安全に作業を行えるように配慮してください。転倒
や落下などには十分注意してください。 

③ 天井設置の場合 
２０１６年７月 

【参考】 
取り付け強度に懸念がある場合は、添付のアンカーを利用して
強度を増やすことができます。 

本製品の設置方法には、以下の設置方法があります。 
設置する場所に合わせて適切な方法を選んでください。 

                           

設置前に「安全にお使いいただくために」をよくお読みいた
だき、直射日光、火気、高温高湿、電波干渉、通気性の悪い
所などを避けた場所に設置してください。また、危険ですの
で電源を入れた状態で設置しないでください。 警告 

本製品を壁または天井に取り付ける場合、壁または天井の強
度が本製品の重量に十分対応できることをあらかじめ確認し
てください。壁または天井素材によっては、取り付け強度が
十分に確保できない場合がありますので、ご注意ください。
取り付け強度が確保できない場合は、本製品を十分な強度を
有する補助板等に取り付け、壁または天井に適切な処置を施
したうえで、取り付けを行ってください。また、落下防止の
ため、ネジ止めは正しく行ってください。 

注意 

２．設置方法 

① 壁掛け設置の場合 

【2】下図のように壁掛けスタンドの爪部に本体を引っ掛 
  けて下方向にスライドさせます。 
    （本製品を電源アダプタで動作させる場合は 
    「３．接続」の『②-1電源アダプタを取り付ける場合』 
    を参考にあらかじめ電源ケーブルを本製品に取り付けて 
    ください） 

【1】壁掛けスタンドを添付の壁掛け設置用ネジ（４本） 
  を使って壁面に固定します。壁掛けスタンドがガタつ 
  かないようしっかり締めてください。 

【注意】ゴム足は取り外してください。 

【3】下図のように壁掛けスタンドと本体を添付の壁掛け 
  固定用ネジ（１本）で固定してください。 

３．接続 

本製品を使用するための接続について説明します。 ②-1 電源アダプタを取り付ける場合 
本製品を電源アダプタで動作させる場合、電源アダプタ
のプラグ抜けを防ぐため、電源ケーブルを以下の図のよ
うに溝に通してください。 

電源アダプタは本製品の専用品です。他の機器には接続
しないでください。また、他の電源アダプタを本製品に
接続しないでください。 警告 

WAN/POE

回線終端装置
LANケーブル（カテゴリ5e以上）

              （別途購入要）

OUT IN

LANケーブル（添付品）

電源アダプタ（添付品）

本製品はPoE（Power Over Ethernet）により動作させ
ることができます。設置場所近辺に電源コンセントがな
い場合でも本製品を利用することができます。 
 
本製品をPoEで動作させる場合は、以下の通り接続して
ください。なお、回線終端装置とPoEアダプタのINを接
続するLANケーブル（カテゴリ5e以上）を別途ご準備く
ださい。 

②-2 本製品をPoEで動作させる場合 

：電源アダプタを接続します。 
：回線終端装置（ONU）、ホームゲートウェイ、 
 加入者網終端装置（CTU）、ブロードバンド 
 ルータなどのLANポートと接続します。 
：有線接続する場合はパソコンやプリンタ等と 
 接続します。 
 （無線接続する場合は使用しません） 

DC48V 
WAN/POE 
 
 
LAN1および
LAN2 

パソコン・プリンタetc..

回線終端装置

電源ケーブル電源アダプタ

電源コンセント

電源コネクタ

DC48V WAN/POE LAN1 LAN2

① 各ポートとの接続 

使用しません 

本装置を電源アダプタで動作させる場合 
   ⇒『②-1 電源アダプタを取り付ける場合』へ 

本装置をLANケーブルからの電源供給（PoE）で動作 
させる場合 
   ⇒『②-2 本製品をPoEで動作させる場合』へ 

 ・パソコン（無線LAN対応推奨） 
 ・プロバイダに関する資料（他社プロバイダお申込みの場合） 
 ・LANケーブル（カテゴリ5e以上） 
 ・プラスドライバー 
※オプションをご利用の際はＤｏＳＰＯＴカスタマセンターまで 
 ご連絡ください。 
 

   ① 壁掛け設置 
   ② 平置き設置 
   ③ 天井設置 

※①③はオプション品が必要です。 
 ご利用の際はＤｏＳＰＯＴカスタマセンターまでご連絡ください。 



       

４．装置状態の確認 

本製品の動作状態を確認することができます。 

＜ LED状態＞ 

PO
W
ER

W
AN

LAN1

LAN2

2.4GHz

5GHz

名称 色 状態 状態説明 

POWER 緑 点灯  電源が投入されています。 
消灯  電源が切れています。 

WAN 緑 
点灯  WANインタフェースのリンクが確立しています。 
点滅  WANインタフェースでデータの送受信をしています。 
消灯  WANインタフェースのリンクが確立していません。 

LAN1 緑 
点灯  LAN1インタフェースのリンクが確立しています。 
点滅  LAN1インタフェースでデータの送受信をしています。 
消灯  LAN1インタフェースのリンクが確立していません。 

LAN2 緑 
点灯  LAN2インタフェースのリンクが確立しています。 
点滅  LAN2インタフェースでデータの送受信をしています。 
消灯  LAN2インタフェースのリンクが確立していません。 

2.4GHz 緑 
点灯  2.4GHz帯の無線LANを利用可能です。 
点滅  2.4GHz帯でデータの送受信をしています。 
消灯  2.4GHz帯の無線LANを利用することができません。 

5GHz 緑 
点灯  5GHz帯の無線LANを利用可能です。 
点滅  5GHz帯でデータの送受信をしています。 

消灯  5GHz帯の無線LANを利用することができません。 

本製品起動後のLEDは、右表に状態を示します。 

■LED確認 

これにて、本製品の設置は完了です。              

６．本装置からＰＰＰｏＥ接続設定する 
※一部の方のみの設定となります 
本製品へプロバイダ情報登録をパソコンから行います。 
本製品への設定等に際し、基本的な操作方法を以下に記載しま
す。ここではInternet Explorer9の設定画面を例としています。 

【1】本装置へのログイン方法 

1. ネットワークに接続していることをご確認ください。 

2. Webブラウザを立ち上げ、
「http://192.168.10.254/」にアクセスしてください。 

3. ユーザ名に「owner」を入力し、パスワード欄は空白に
して［OK］ボタンを押してください。 

4. 正常にログインされると、本製品の設定／ステータス画
面が表示されます。 

本装置へのログイン方法は以下の通りです。 

本マニュアルに記載されていない設定方法については、 
以下のホームページより詳細マニュアルをダウンロードし
てください。 
 
DoSPOTホームページ：http://www.do-spot.net/ 

 

５．本装置に端末を無線接続する 
本製品に無線で接続する場合の、パソコンの設定を行います。 
ここではWindows7での画面を例としています。 

【1】［スタート］→［コントロールパネル］→［ネット 
  ワークとインターネット］→［ネットワークと共有セ 
  ンター］の順にクリックし、［ネットワークに接続］  
  をクリックします。 

【2】[DoSPOT-OWNER]を選択し、[接続]をクリック 
  します。 

【3】お申込み内容のご案内に記載したSSIDパスワード 
  を「セキュリティキー」に入力し、[OK]をクリック 
  します。 

【4】ネットワークに接続されたことを確認してください。 

【5】Internet ExplorerなどのWebブラウザを起動し、 
  ホームページが閲覧できることを確認してください。 

これにて、無線の接続は完了です。 

本製品に関して 

・本資料の著作権は、エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社に 
 帰属します。 
 本資料の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うこと  
 は禁じられています。 
 
・本資料に記載されている他社の製品名は、各社の商標または登録商標です。 
 
・本資料に記載の内容、取扱説明書、ハードウェア、ソフトウェアは将来 
 予告なしに変更する場合があります。 
 

 
【その他の注意事項】  
 
・本装置のラベルをはがすことは、法律で禁止されていますので絶対に 
 行わないでください。 
 
・本装置を分解したり改造したりすることは、法律で禁止されています 
 ので絶対に行わないでください。 
 
・上記を行った場合、当社は一切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。 
 
・セキュリティ対策をほどこさず、あるいは無線LANの仕様上やむを得  
 ない事情によりセキュリティの問題が発生した場合、当社はこれに  
 よって生じた損害に対する責任は一切負いかねますので、あらかじめ 
 ご了承ください。 
 

1. 「基本設定」－「WAN側設定」を選択し、WAN接
続動作モードが「PPPoE接続」になっていることを
確認します。 

2. 同封の開通案内や、プロバイダに関する資料に記載
のユーザ名、パスワードを「ユーザ名」、「パス
ワード」欄に入力します。また、プロバイダによっ
ては、接続の際に「サービス名」欄を入力する必要
があります。 

3. 「設定/保存」ボタンを押してください。 

【2】PPPoE接続設定方法 

ホームゲートウェイ等がない構成などルータ機能がない
場合、本製品からインターネット接続することができま
す。以下にその手順を記載します。 

4. Internet ExplorerなどのWebブラウザを起動し、
ホームページが閲覧できることを確認してください。 

パソコンから、無線接続する場合 
   ⇒『５．本装置に端末を無線接続する』へ 

本装置からPPPoE接続の設定をする場合(一部の方のみ) 
  ⇒『６．本装置から PPPoE接続設定する』へ 

【重要事項】 
 
本製品をご使用いただく前に本製品に添付の「安全にお使いいただくた
めに」を必ずお読みいただき、本製品を安全に正しくお使いください。 
「安全にお使いいただくために」には、お客様やほかの人々への危害や、
財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載
しています。 
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