
ご利用ガイド

本書はアパートWi-Fiサービスの内容についてのご案内です。
必ずお読みいただき、ご利用いただきますようお願い申しあ
げます。

当物件にご入居の方、入居案内と一緒に大切に保管お願い
致します。



【はじめに】

この度は【アパートWi-Fiサービス】をご利用いただき、誠にありがとうございます。
■本書をご覧いただき、ご利用いただきますようお願い致します。

■利用にあたり、ご不明な点につきまして下記お問い合わせまでご連絡ください。

アパートWi-FIサービスとは

・アパートWi-Fiは24時間365日、インターネット使い放題のサービスです。
・パソコンやスマートフォンなどのWi-Fi機能を利用して、インターネットに接続
するサービスです。

・高速ブロードバンド回線を利用し、快適にインターネットをお楽みいただけます。

・ＮＴＴ回線を利用しており、上下最大1Gｂｐｓ(理論値) のスピードを
ベストエフォート型でサービス提供しております。

★ベストエフォートとは通信速度を保障するものでなく、理論値となります。

★お使いのパソコン、スマートフォンなの接続機器により速度低下する場合もございます。

お問い合わせ/故障連絡先

株式会社バッファロー・ＩＴ・ソリューションズ
〒104-0033
東京都中央区新川1丁目21番地2号茅場町タワー16F
URL  http://buffalo-its.jp/
■電話番号：050-5846-9604

＜お問合時間＞ 平日 ９時 ~ １７時
■メールアドレス：apart-sos@melcoinc.co.jp
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【ご利用上の注意】
■商用としてのご利用はできません。

■大容量でのご利用はお控え下さい。
本サービスはすべてのご入居者さまが共同利用いたします。大容量の動画

や音楽データ、ファイルデータのアップロードやダウンロード・ネットゲームや

対戦ゲーム等は極力お控えいただきますようお願い申し上げます。データ量

を削減し、安定した品質でのインターネットサービスのご提供にご協力をお

願い申し上げます。

■公序良俗に反する行為の禁止です。
本サービスを利用しての犯罪的行為、または犯罪的に結びつく行為、もしく

はその恐れのある行為や公序良俗に反する行為を禁止します。

■Wi-Fi接続機器同士の通信はできません。
セキュリティー設定にてWi-Fi接続機器同士の通信は許可しておりませんの
でご注意願います。でご注意願います。

■接続設定は、ご入居者様の責任でお願い致します。
本サービスにおきましては、建物共有部に設置しております、機器のみ保守
サポートを行っております。個別の機器の接続設定につきましては、本書を
ご確認の上、ご入居者様の責任にて実施をお願い致します。
弊社窓口にお問い合わせ頂いても、対応できかねる場合がございます。予
めご容赦願います。
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【接続設定】
■Windows８

1.「デスクトップタイル」をクリックします

2.画面右下の角にマウスポインターを
移動します

5.「ネットワークの変更」から「新しい接続ま
たはネットワークのセットアップをクリック

します

6.「ワイヤレスネットワークに手動で接
続します」を選択し、「次へ」をクリック

します

3.「設定」からコントロールパネルを
クリックします

4.「ネットワーク状態とタスクの表示を
クリックします

7.各種パラメータを入力して「次へ」をク
リックします。パラメータは次のP7を
ご確認ください
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7.のパラメータ表

ネットワーク名 アパートWi-Fiの
SSID

セキュリティの種類 ＷＡＰ２パーソナル

暗号化の種類 ＡＥＳ

セキュリティキー アパートWi-Fiの
パスワード

この接続を自動的に

開始します

チェックを入れる

ネットワークがブロード
キャストを行っていな
い場合でも接続する

チェックを入れる

8.「閉じる」をクリックします
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■Windows7
1.「スタート」からコントロールパネルを
クリックします

2.「ネットワークの状態とタスクの表示」
をクリックします。

4.「ワイヤレスネットワークに手動で接続
します」を選択して、「次へ」をクリックします

5.各種パラメータを入力して「次へ」をク
リックします。

3.「新しい接続またはネットワークの
セットアップ」をクリックします

ネットワーク名 アパートWi-Fiの
SSID

セキュリティの種類 ＷＡＰ２パーソナル

暗号化の種類 ＡＥＳ

セキュリティキー アパートWi-Fiの
パスワード

この接続を自動的に

開始します

チェックを入れる

ネットワークがブロード
キャストを行っていない
場合でも接続する

チェックを入れる

5.のパラメータについて
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6.画面した「スタート」から「コントロー
ルパネル」をクリックします

この表示が出た場合、「代わりにセキュ

リティキーを使用して接続」を選択します

8.「ワイヤレスネットワーク接続」を右ク
リックし、プロパティをクリックします

9.「インターネットプロトコルバージョン
4(TCP/IP)を選択し、「プロパティ」を
クリックします

7.左側メニューの「ワイヤレスネットワーク管
理」をクリックします

10.「ＩＰアドレスを自動取得する」と「ＤＮ
Ｓサーバーアドレスを自動取得す
る」を選択し、「ＯＫ」をクリックしま
す
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■Windows Vista
1.「スタート」からコントロールパネルを
クリックします

2.「ネットワークの状態とタスクの表示」
をクリックします。

4.「ワイヤレスネットワークに手動で接続
します」を選択して、「次へ」をクリックします

5.各種パラメータを入力して「次へ」をク
リックします。

3.「新しい接続またはネットワークの
セットアップ」をクリックします

ネットワーク名 アパートWi-Fiの
SSID

セキュリティの種類 ＷＡＰ２パーソナル

暗号化の種類 ＡＥＳ

セキュリティキー アパートWi-Fiの
パスワード

この接続を自動的に

開始します

チェックを入れる

ネットワークがブロード
キャストを行っていない
場合でも接続する

チェックを入れる

5.のパラメータについて
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6.画面した「スタート」から「コントロー
ルパネル」をクリックします

この表示が出た場合、「代わりにセキュ

リティキーを使用して接続」を選択します
8.「ワイヤレスネットワーク接続」を右ク
リックし、プロパティをクリックします

9.「インターネットプロトコルバージョン
4(TCP/IP)を選択し、「プロパティ」を
クリックします

7.左側メニューの「ワイヤレスネットワーク管
理」をクリックします

10.「ＩＰアドレスを自動取得する」と「ＤＮ
Ｓサーバーアドレスを自動取得す
る」を選択し、「ＯＫ」をクリックしま
す
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■Windows XP
1.「スタート」からコントロールパネルを
クリックします

2.「ネットワークとインターネット接続」
をクリックします。

4.「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリック
し、「プロパティ」をクリックします

5.「インターネットプロトコル(TCP/IP)」
を選択し、「プロパティ」をクリックします

3.「ネットワーク接続」をクリックします

6. 「ＩＰアドレスを自動取得する」と「ＤＮＳ
サーバーアドレスを自動取得する」を
選択し、「ＯＫ」をクリックします
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7.「ワイヤレスネットワーク」のタブをク
リックし、「Ｗｉｎｄｏｗｓを使ってワイヤ

レスネットワークの設定を構成する」

にチェックを入れ、「追加」をクリック

します

8.「アソシエーション」タブを選択し、各
種パラメータを入力し、「ＯＫ」をクリッ

クします

この表示が出た場合、「代わりにセキュ

リティキーを使用して接続」を選択します

9.「認証」タブを選択し、「このネットワー
クでＩＥＥＥ802Ｘを有効にする」に
チェックが入っていないことを確認し

「ＯＫ」をクリックします

ネットワーク名 アパートWi-Fiの
SSID

データ暗号化 チェックを入れる

ネットワーク認証 チェックを入れない

セキュリティキー アパートWi-Fiの
パスワード

キーインデックス 【1】を選択

これはコンピュータ交互
(adhoc)のネットワーク
で、ワイヤレスアクセス
ポイントを使用しない。

チェックをしない
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■MAC OS X 10.7の場合
1.メニューバーのアップルメニューから「システム環境設定」を選択します。
または、Ｄｏｃｋの「システム環境設定」をクリックします

2.「インターネットとワイヤレス」から「ネットワーク」をクリックします

3.「ネットワーク環境：」から「ネットワーク環境を編集」…」をクリックします
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4.「ネットワーク環境」の画面で「+ボタン」をクリックして名前を入力します
※任意の名前で構いません。本マニュアルではバッファローと入力して
います。

入力後、「完了」をクリックして画面を閉じます

5.「ネットワーク」の画面に戻り、「ネットワーク環境」から「バッファロー」を
選択し、画面右下の「詳細」をクリックします

バッファロー

バッファロー

6.「Ｗｉ-Ｆｉ」タブを選択し、「＋ボタン」をクリックします
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7.パラメータシートを参考に各項目を入力します。入力後は「ＯＫ」をクリッ
クします

8.「ＷｉＦi」タブの画面に戻り、「使ったことあるネットワーク」に追加した
ＳＳＩＤが表示されていることを確認し、「TCP/IP」タブをクリックします

ネットワーク名 アパートWi-FiのSSID

セキュリティ ＷＰＡ２パーソナル

パスワード アパートWi-Fiのパス
ワード

( )

9.「ＴＣＰ/ＩＰ」タブの画面で、「ＩＰv4の構成」=「ＤＨＣＰサーバーを使用」
を選択します

(例)バッファロー ＷＰＡ２パーソナル
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10.「ＤＮＳ」タブの画面で「ＤＮＳサーバ」と「検索ドメイン」の欄を空欄にします

11.「プロキシ」タブを選択し、すべての項目にチェックを外して「ＯＫ」をクリック
します

このような画面が出た場合は

「名前」＝パソコンの管理者の「名前」

「パスワード」=パソコンのパスワード
を入力し、「ＯＫ」をクリックします

12.「ネットワーク」の画面に戻り、「メニューバーにWiFiの状況を表示」に
チェックをいれ、「適用」をクリックします

バッファロー
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■Ａｎｄｒｏｉｄ端末
1.ホーム画面から「設定」をタップします

2. 設定メニューの「WiFi」の「OFF」をス
ライドさせて「ＯＮ」にします

4.SSID一覧からアパートWi-FiのSSIDを
タップします。

5.パスワードにアパートWi-Fiの
パスワードを入力し、「接続」をタップします。

3.「WiFi」をタップします
6.接続が完了すると「接続しました。」と表
示されます
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4.SSID一覧からアパートWi-FiのSSIDを
タップします。

■iOS 端末
1.ホーム画面から「設定」をタップします

2. 「WiFi」をタップします
5.パスワードにアパートWi-Fiの
パスワードを入力し、「接続」をタップします。

3.「WiFi」の「オフ」表示をスライドさせ
て、「オン」にします

6.接続が完了すると、チェックが入ります
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