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11n/g/b 規格対応 世界最小クラス 小さい・手軽・ハイパワーを実現した無線LANルータ

CG-WLR300NM
標準価格 発売日

6,615円（税抜6,300円） 販売終了製品

型　番 JANコード

CG-WLR300NM 4519157020190

FTP測定(DHCP接続) ：約94.44Mbps

FTP測定(PPPoE接続) ：約93.67Mbps

※いずれも有線LAN接続時の計測値
※スループットの測定方法についてはこちらをご覧ください。

※1 表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり実際の

転送速度を示すものではありません。
※2 理論値300MbpsのIEEE802.11n対応無線LANルータにおける

2009年9月現在、弊社調べ。
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※3 Windows 8動作確認詳細情報についてはこちらをご覧くださ

い。

CG-WLR300NM+USBアダプタセット

　動作検証済みゲーム機 　動作検証済みスマートフォン 　動作検証済みタブレットPC

CG-WLR300NMシリーズは、正式対応IEEE802.11n（11n/g/b) 理論値

300Mbpsに対応し、内蔵アンテナを搭載した無線LANルータとして、世界

最小クラスのコンパクト設計を実現しました。

インテリア性にこだわりピアノ調に仕上げたデザインは、ご家庭のリビン

グやオフィスなどあらゆるネットワーク環境にさりげなく溶け込みます。

無線LAN規格IEEE802.11n正式対応の無線LANルータとして、ダブルチャ

ンネル機能により理論値300Mbpsの高速通信に対応し、送信2本×受信2

本の内蔵Wパワーアンテナでデータ分割・送受信を行います。そのため、

従来のIEEE802.11g/bに比べて電波の劣化が起きにくく、壁や障害物など

の影響により乱反射した電波も復号して有効活用します。今まで、障害物

により電波の届きにくかった場所や、違う階といった環境においても通信

状況を改善するとともに、圧倒的な高速化と広域かつ安定した通信を実

現します。

さらに、ホームネットワークの省エネを実現する機能として、LEDの点灯・

消灯をコントロールできる「エコピタLED消灯モード」、セキュリティ面では

より安心度を高めてくれる「無線スケジュール機能」「インターネットアクセ

ス制限機能」といった、環境と安全にも配慮した商品です。

※ 理論値300MbpsのIEEE802.11n対応無線LANルータにおける2009年9月現
在、弊社調べ。

【CG-WLR300NMシリーズ商品紹介動画】

コレガをオススメする理由　フレッツ
光ネクスト動作確認済み

コレガをオススメする理由　品質へ
のこだわり（無線LAN編）

コレガをオススメする理由　Wかん
たん設定

動作確認済みインターネットサービ
ス一覧

動作確認済み最新OS

コレガのエコパッケージモデル

「E-coregaシリーズ」

コレガの無線LANならiPhoneもス

マートフォンも、もっと高速・快適
に！！

コレガの無線LANならタブレットPC
がもっと高速・快適に !!

話題のゲーム機の動作検証済み
製品がコレガの無線LANシリーズ

から続々登場



正式対応11n 300Mbps対応  世界最小クラスの超コンパクト設計

無線LAN規格IEEE802.11n正式対応の無線LANルータとして、アンテナ内蔵の世界最小（※）クラス超コンパクト設計を実

現、設置スペースに困りません。

 

※ 理論値300MbpsのIEEE802.11n対応無線LANルータにおける2009年9月現在、弊社調べ。

CDとほぼ同サイズ！お好きな場所に手軽に設置

本商品とCDを比べれば、その小ささがわかります。

縦置き時の高さは12.5cmと超コンパクト。CDとほぼ同じ大きさなので、お好

きな場所に手軽に設置していただけます。

インテリア性を高めた筐体デザイン

インテリア性にこだわりピアノ調に仕上げたデザインが、ご家庭のネットワーク環境やリビングにスッキリと馴染みます。

 



 

縦置き、横置き、選べる2パターンの設置方法

 

設置場所や利用シーンにあわせて、縦置き、横置き、2パターンの

設置方法が選べ、設置場所が確保しづらい狭い空間でも、省ス

ペースで設置できます。縦置きで使用する場合、筐体底面に一体化

されたシンプルな回転式スタンドを出すだけで安定性が増し、より

安心して設置できます。

 

＞ 商品概要トップに戻る

手軽に速い・届く・安定の11ｎ対応無線LAN！！

高速無線LAN技術『MIMO』を搭載し、『11n』に対応。「速い・届く・安定」の3拍子が揃った先進の技術を採用しています。

MIMO技術により送信・受信側の両方に複数のアンテナを搭載し、同時にデータを分割し

送受信を行います。そのため、理論値で従来11gの約6倍へ高速化を実現しました。また

１１nを搭載することにより、転送効率を最適化しました。

   

従来の無線LAN技術では、遮蔽物（障害物）により乱反射した電波はノイズとして通信を

阻害する要因となっていました。MIMO技術では、乱反射した複数の電波もデータの合成

処理をして復号し活用することが可能となり、屋内などの壁や障害物により電波が届きに

くかった場所でも通信状況を改善しました。

   

複数のアンテナによる同時送受信、遮蔽物により乱反射した電波の有効活用化によっ

て、より高速・安定した通信を実現しました。

 

ダブルチャンネルで300Mbps（理論値）

2007年6月の電波法の改正に対応し、2つのチャンネル（通信帯域）を束ねて使用することで、従来の2倍以上の無線LAN

スピードを実現する「ダブルチャンネル機能」を搭載。理論値300Mbps（※3）の通信を実現します。

 

 



＜対応子機＞
CG-WLCVR300N-W、CG-WLUSB300NM、CG-WLCB300GNM、CG-WLUSB300GNM、CG-WLCB300AGN、CG-

WLUSB300AGN、CG-WLCB300GNS（※4）、CG-WLUSB300GNS（※4）、CG-WLCB144GNL（※5）、CG-WLUSB2GNL（※
5）、CG-WLCVR300AGN、CG-WLUSB300NWH/BK（※4）

※3 300Mbps（理論値）で使用する場合、親機と子機ともに対応している必要があります。なお初期値は144Mbps（理論値）と
なります。

※4 受信が300Mbps、送信が150Mbpsでの対応となります。

※5 300Mbps対応版のみ300Mbpsに対応します。

家中つながる！11nと100M対応有線LANで光回線サービスにもぴったり！

高速無線LAN規格IEEE802.11nに対応し、従来規格に比べ約6倍（理論値）の高速通信が実現しました。

高速インターネットサービスやハイビジョン動画のストリーミング配信サービス、パソコンやNASといった接続機器を生か

したホームネットワークの構築など、現代から次世代にかけてのサービスや環境に最適です。

 

＜測定環境＞ CG-WLR300NM ＆

弊社300Mbps11n規格対応 無線LAN USBアダプタ
PC1：Dell D505 Intel Celeron M 1.2GHz
PC2：Dell D830 Core 2 Duo 2.00GHz

＜測定方法＞ 電波暗室にて、PC1に無線LAN子機をセットし、PC2とAPを有線
で接続、PC1->PC2の通信速度をIxia Chariotで測定。

（2009年9月 測定）

※ いずれも有線LAN接続時の計測値

※ スループットの測定方法については

こちらをご覧ください

　動作確認済みインターネットサービス一覧はこちら

内蔵Wパワーアンテナだから障害物に強い！

送信２本×受信２本の内蔵Wパワーアンテナを搭載し、同時にデータを分割し送受信を行います。そのため、従来の

IEEE802.11g/bに比べて、圧倒的に高速で広域な通信を実現します、しかも、壁や障害物により電波が届きにくかった場

所でも、正常な電波はもちろんのこと、乱反射した複数の電波もデータの合成処理をして復号・活用することで、安定した

通信を実現します。

 

接続図

 



＞ 商品概要トップに戻る

WPSでワンプッシュ・ワンクリックの簡単セットアップ

WPS「Wi-Fi Protected Setup」は、コレガがいち早く搭載したワンプッシュ・ワンクリックでセキュリ

ティもバッチリな世界標準の最新無線LAN接続規格です。

無線LAN関連の業界団体「Wi-Fiアライアンス」が仕様を固め、2007年1月から対応機器の認定を

行っています。

※WPS無線LAN設定をするには対応の子機が必要です。
※接続方法と手順は接続する機器に従ってください。

 

 

WPS対応機器とひろがる！つながる！

プリンタやゲーム機など、WPS対応機器を無線LANで接続すれば、家中でネットワークにつながることができます。

WPSなら設定もかんたんにすることができるのでワンプッシュワンクリックでワイヤレス環境を楽しむことができます。



＞ 商品概要トップに戻る

ゲームとパソコンのセキュリティを両立！！

本商品は、通常1つのアクセスポイントが持てるSSIDを2つに増やすマルチAP機能を搭載することで、それぞれのSSIDに

別々のセキュリティ設定をすることが可能です。

これにより、例えば、パソコンなど高度なセキュリティが設定可能なものはWPA2設定を使用し、ゲーム機などの高度なセ

キュリティが設定できないものはWEP設定にするなど、よりセキュリティを高度なものにして、安心してお使いに頂くことが

できます。

【関連記事】 「ニンテンドーDS」の無線LAN通信機能について(ITmedia)
 

省エネ実現！！パワーコントロール機能

これまでのルータでは、使っていないポートでも使用中のポートと変わらないくらいの電力を消費していました。本商品で

は未使用ポートへの電気出力を制限することにより、最大15.3%の省電力を実現しました。例えば夜間、本ルータに接続

されたPCやネットワーク機器がシャットダウンしていたり、ケーブルのささっていない空きポートがある場合に、ポートのリ

ンク状態を自動判別し電気出力をコントロールします。PCやネットワーク機器の電源をONにすれば自動的に通常の電気

出力に復帰しますので、ユーザが操作を意識する必要はありません。



※全ポート動作時と1ポート（WANのみ）使用時の消費電力を比較。

あんしんの便利機能も充実

無線スケジュール停止機能

任意の時間を指定して無線の電波を停止させることができます。本機能を利用すること

で、日中の外出時は無線の電波を停止する、といった設定が可能となります。意図しない

外部からの無線アクセスの危険性を低減することが可能になります。

   

インターネットアクセス制限機能

本商品に無線／有線で接続されているPCに対し、スケジュールを設定しインターネットへ

の接続を制限することができます。 PCごとに設定可能ですので、特定のPCだけ夜間のイ

ンターネット接続を制限する、といった設定も可能です。

   

夜間のまぶしさを低減！！LED消灯モード

本商品の前面のLEDランプを常時消灯にしておくことで、夜間でもまぶしさが気になりま

せん。

 

＞ 商品概要トップに戻る

最新のOS、最新の機器に対応！

最新のOS、「Windows 8」「MacOS X 10.7 Lion」に対応します。また、iPhone 3G、iPod touchなどの話題の機器にも対応

し、大容量の音楽ファイルや動画ファイルなどのコンテンツを高速通信でダウンロードすることができます。

※Windows 8動作確認詳細情報についてはこちらをご覧ください。

インターネット回線自動判別機能を搭載

「インターネット回線自動判別」機能で、さまざまな設置環境を自動判別し、最適な設定方法に誘導します。

空きチャンネル自動検索機能搭載



近隣の無線LAN使用による無線チャンネル混雑時で

も、「空きチャンネル自動検索」機能で最適な無線チャ

ンネルを使用します。出荷時に機能は有効になって

いるので最適な環境をすぐに手に入れることができま

す。

マルチPPPoE（2セッション）PPPoE Unnumbered、ダイレクトPPPoE、固定IP、DHCPの各種接続方法に

対応

WPA/WPA2 EAP対応で、IEEE802.1Xにより認証システムの構築が可能で、セキュリティを強化

SPI、ICMP等セキュリティ機能搭載

UPnP、NATトラバーサルによりWindows live Messengerに対応

IPv6ブリッジ対応で、「フレッツ・ドットネット」に対応

VPNパススルー（PPTP、L2TP）対応

各種VoIPサービスに対応（VoIPアダプタは内蔵されておりません。）

ダイナミックDNS（corede.net、DynDNS、IvyNetwork、@Net DDNS）対応

＞ 商品概要トップに戻る

回線に応じてルータモードとアクセスポイントモードをスイッチで切り替え可能

本体背面のスイッチでルータ機能のON/OFF(有効/無効）の選択が可能になり、

ルータ機能つきADSLモデムにもご利用いただけます。（アッカ・ネットワークス、イー

アクセス、NTTのルータ機能付きADSLモデムなど）

 

＞ 商品概要トップに戻る

【ご注意】

各接続機器の本商品への動作確認はすべて弊社にて行っております。

FTTH/CATV/ADSLへの接続には、別途ADSLモデムなどの機器が必要です。

”NAT機能を使用した複数台のPC接続”を禁止しているインターネットサービスが存在します。

実効スループッットの表記は弊社環境での測定結果です。実際の数値はご使用環境によって異なります。

WEP/TKIP使用時は最大30Mbps程度となります。

本商品は日本語OSのみサポートしております。（We support Japanese OS only.）

購入証明書（レシート、領収書など）は、必ず大切に保管してください。

ご使用の際は商品に添付された取扱説明書をお読みになり正しく安全にご使用ください。

“プレイステーション”および“PS Vita”、“PSP”、“PS3”は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商

標または登録商標です。

ニンテンドーDS、ニンテンドーDSi、Wiiは任天堂の登録商標または商標です。

「GALAXY Tab」「GALAXY」は、SAMSUNG　JAPAN　CORPORATION の商標または登録商標です。

＞ ページのトップに戻る

スイッチングハブ HDMIケーブル

LAN用SPD

PC2台接続D-subモニタ用切替器

PC4台接続D-subモニタ用切替器

RS232（シリアル）

その他



電源用SPD PC8台接続D-subモニタ用切替器

オプションケーブル

コンソール延長器 無線LAN販売終了製品

HIKVISION取扱い終了製品

ヘルスケア販売終了製品

ICT教育ソリューション販売終了製品

有線LAN販売終了製品

有線ネットワークカメラ

AV関連販売終了製品

HDDシリーズ販売終了製品

デバイスサーバ販売終了製品

   

　｜　お問い合わせ　｜　サイトのご利用について　｜　プライバシーポリシー　｜　ISO 27001基本方針　｜

コレガのホームページ。ブロードバンドルーターや無線LANをはじめ、ネットワークを中心としたパソコン周辺機器を取り扱っています。
無線LANについての知識、活用方法、機能比較についてのコンテンツも充実しています。



HOME ＞ 商品情報 ＞ 無線LAN ＞ 「CG-WLR300NM」商品仕様

11n/g/b 規格対応 世界最小クラス 小さい・手軽・ハイパワーを実現した無線LANルータ

CG-WLR300NM
標準価格 発売日

6,615円（税抜6,300円） 販売終了製品

型　番 JANコード

CG-WLR300NM 4519157020190

FTP測定(DHCP接続) ：約94.44Mbps

FTP測定(PPPoE接続) ：約93.67Mbps

※いずれも有線LAN接続時の計測値
※スループットの測定方法についてはこちらをご覧ください。

※1 表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり実際の
転送速度を示すものではありません。

※2 理論値300MbpsのIEEE802.11n対応無線LANルータにおける
2009年9月現在、弊社調べ。

※3 Windows 8動作確認詳細情報についてはこちらをご覧くださ

い。

CG-WLR300NM+USBアダプタセット

ハードウェア仕様

サポート規格
無線LAN

（国際規格）IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11

（国内規格）ARIB STD-T66

WAN IEEE802.3u（100BASE-TX）/IEEE802.3（10BASE-T）

LAN IEEE802.3u（100BASE-TX）/IEEE802.3（10BASE-T）/IEEE802.3x（Flow Control）

取得承認 VCCI クラスB、技術基準適合証明

対応PC DOS/V、Macintosh

対応OS Windows 8/7（64bit/32bit）/Vista（32bit）/XP（32bit）/2000/Me/98SE、Mac OS X（10.7/10.6
/10.5/10.4）

・ 無線LAN親機

・ 無線LAN子機

・ 販売終了商品

・ 無線LANカテゴリトップ

・ 最新OS対応情報

・ 動作検証表

・ 最新ドライバ

・ 商品マニュアル

・ 最新カタログ

・ よくあるお問合せ

・ メールで質問

・ 保証・サポート窓口

・ ユーザ登録

・ コレガ商品取扱店一覧

11acで驚異の理論値866.7Mbps
比べて分かる驚きのスピード

Wi-FiならPCはもちろんゲーム・ス
マホ・タブレットが快適に



推奨ブラウザ Internet Explorer 8.0/7.0/6.0、Safari 4.0/3.0/2.0

無線LAN仕様 周波数帯域 ［IEEE802.11n/g/b］2.412GHz～2.472GHz（中心周波数表示）

チャンネル数 ［IEEE802.11n/g/b］13ch（1～13ch）

伝送速度

［IEEE802.11n］300Mbps
（ショートガードインターバル/ダブルチャンネル時（最大））

［IEEE802.11g］54/48/36/24/18/12/9/6Mbps

［IEEE802.11b］11/5.5/2/1Mbps

伝送方式
OFDM（直交周波数分割多重変調方式）、
DS-SS（直接拡散型スペクトラム拡散方式）

通信モード Infrastructure（アクセスポイントモード）

アンテナ形式 PIFAアンテナ×1、ダイポールアンテナ×1

セキュリティ

SSID（IEEE802.11：ID（文字列）による識別）
WEP（64/128bit）
WPA-PSK（パーソナル）
WPA2-PSK（パーソナル）
WPA-EAP（エンタープライズ: IEEE802.1X認証）
WPA2-EAP（エンタープライズ: IEEE802.1X認証）
TKIP/AES（WPA/WPA2の設定内に含む）
ステルスAP（SSID名隠蔽、ANY拒否）
MACアドレスフィルタリング
ワイヤレスパーティション
（無線端末<=>有線端末、無線端末<=>無線端末間通信の有効/無効）

WAN仕様 規格 100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション

ポート RJ-45×1ポート（MDI/MDI-X自動認識）

LAN仕様 規格 100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション

ポート RJ-45×3ポート（全ポートMDI/MDI-X自動認識）

電源仕様
（ACアダプタ）

定格入力電圧 AC100V（50/60Hｚ）

定格入力電流 500mA

最大消費電力 6.5W

環境条件 動作時 温度0～40℃／湿度5～90％（結露なきこと）

保管時 温度－20～60℃／湿度5～95％（結露なきこと）

外形寸法 28（W）×90（D）×125（H）mm 本体のみ（突起部を含まず）

質量 150g 本体のみ

パッケージ内容 CG-WLR300NM本体
ACアダプタ（2極 1.8m）
LANケーブル（1m）
らくらく導入ガイド
お使いの手引き
ニンテンドーDS・Wiiを接続する
製品保証書（1年）

コレガをオススメする理由　フレッツ
光ネクスト動作確認済み

コレガをオススメする理由　品質へ
のこだわり（無線LAN編）

コレガをオススメする理由　Wかん
たん設定

動作確認済みインターネットサービ
ス一覧

動作確認済み最新OS

コレガのエコパッケージモデル

「E-coregaシリーズ」

コレガの無線LANならiPhoneもス

マートフォンも、もっと高速・快適
に！！

コレガの無線LANならタブレットPC
がもっと高速・快適に !!

話題のゲーム機の動作検証済み
製品がコレガの無線LANシリーズ

から続々登場

＞ ページのトップに戻る



スイッチングハブ HDMIケーブル

LAN用SPD

電源用SPD

PC2台接続D-subモニタ用切替器

PC4台接続D-subモニタ用切替器

PC8台接続D-subモニタ用切替器

オプションケーブル

RS232（シリアル）

その他

コンソール延長器 無線LAN販売終了製品

HIKVISION取扱い終了製品

ヘルスケア販売終了製品

ICT教育ソリューション販売終了製品

有線LAN販売終了製品

有線ネットワークカメラ

AV関連販売終了製品

HDDシリーズ販売終了製品

デバイスサーバ販売終了製品

   

　｜　お問い合わせ　｜　サイトのご利用について　｜　プライバシーポリシー　｜　ISO 27001基本方針　｜

コレガのホームページ。ブロードバンドルーターや無線LANをはじめ、ネットワークを中心としたパソコン周辺機器を取り扱っています。
無線LANについての知識、活用方法、機能比較についてのコンテンツも充実しています。


