
インターネットをWi-Fiで利用するには、次の２つのステップの設定作業が必要です。

　Step-1　スマホ・タブレットと無線ルーターのWi-Fi接続　・・・　3ページを参照ください　

　Step-2　無線ルーターのインターネット接続　・・・　6ページを参照ください　

動画で設定手順をご確認いただけます。

（この無線ルーターのメーカーbuffaloのサイトに遷移します）

＜インターネット接続イメージ図＞

＜ルーターの起動まで＞

　リビング設置のLANコンセントと、無線ルーター背面の青色の端子（INTERNET端子）を

　LANケーブルでつなぎます。

　続けてACアダプターを取り付けます。

　POWER、WIRELESS、ROUTER　の3つのランプが点灯したらルーターの起動完了です。

無線ルーター（WSR-1166DHP4）　設定手順書

【スマホ・タブレット（iOS編）】

無線ルーター

LANコンセント

パソコン（有線接続）

スマホ・パソコン等（Wi-Fi接続）

1 ページ



＜設定前にご準備いただくもの＞

　①　当社からお送りした登録内容のお知らせ

　　このうち　① ログイン（接続）ID　② ログイン（接続）パスワード　が必要になります。

　②　ルーターの箱に入っているセットアップカード

2 ページ



【Step-1】スマホ・タブレットと無線ルーターのWi-Fi接続

ホーム画面の　　　　　を

選択してください。

　　　　　

 を選択してください。

設定

Wi-Fi
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Wi-Fiの項目を有効（背景色が緑の状態）

にしてください。

表示された接続先リストの中から、

SSIDを選択してください。

SSIDは付属のセットアップカード、

あるいは無線ルーター本体側面に

記載されています。（下図参照）

電波干渉に強い「SSID(5GHz)」での接続をおすすめします。
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パスワードの入力欄に暗号化キー（Key）

を入力して、　　　　を選択して

ください。

暗号化キー（Key）は付属のセット

アップカード、あるいは無線ルーター

本体側面に記載されています。

（下図参照）
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【Step-2】無線ルーターのインターネット接続

スマホ・タブレットの画面にInternet回線判別中が表示されたら、

 を選択してください。

ユーザー名に［admin］

パスワードに［セットアップカードの

　　　　　　本機ログイン用パスワード］

といずれも英字半角の小文字で入力し、

を選択してください。
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画面に表示されている　　　　　　　を選択してください。

7 ページ



「BBIQ登録内容のお知らせ」に記載されている［BBIQのログインID］を

接続先ユーザー名に、［BBIQのログインパスワード］を接続先パスワードに

それぞれ入力して進むを選択してください。

＜参考＞

　ログインID、ログインパスワードは、下記①、②欄に記載されています。

BBIQのログインIDを入力してください

BBIQのログインパスワードを入力してください

パスワードを表示したままだと次に進めないため、

☑を外して、次に進むボタンを押してください

☑
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画面に 「確認中です… 」と表示されている間は、このままお待ちください。

画面に「接続成功です！ 」と表示されたら　　　　　を選択してください。
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Step-1　　　　で選択（4ページ参照）したネットワーク名（SSID）の先頭に

チェックマークが表示されたら接続設定が完了です。

インターネットにつながるか確認してみてください。

～ 上記手順でWi-Fiにつながらないときは ～

QTnetお客さまセンター（0120-98-6029）までお問い合わせください。

お問い合わせの際には、

① お客さまのお名前

② まるごとBBIQ用に進呈された無線ルーターの設定に関する問合せである旨を

お伝え願います。
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【Step-3】iOSで無線ルータの管理パスワードを変更する方法

※不正アクセスに備えて変更することをお勧めします。

動画で設定手順をご確認いただけます。

（この無線ルーターのメーカーbuffaloのサイトに遷移します）

AppStoreで[StationRadar]アプリをインストール [StationRadar]アプリを起動する

接続されている無線ルータの名称部分をタップし、[設定画面を開く]を選択

※表示されない場合は左上の更新マークを選択

[設定]アプリをタップ

Wi-Fiをオンにする

パスワードの欄に「password」と入力し[ログイン]を選択

※出荷時設定のパスワードは「password」となっております。

無線ルータに接続する

左側にある[管理]の部分を拡大して選択

今回設定する無線ルータに接続

「セットアップカードの本機ログイン用パスワード」を入力

1

2

3

4

7

ルータが表示されない場合はこちらをタップ

5

6
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最下段の[詳細設定]を選択

左側にある[管理]の部分を拡大して選択

登場した項目から[システム設定]を選択

8

9

10
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右下にある[設定]を選択

「設定中です…」の表示が終わり、元画面に戻ったら設定完了

右上のドアボタンをタップしログアウト

以上

以上

新たに任意のパスワードを入力して下さい。

11

12

13
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インターネットをWi-Fiで利用するには、次の２つのステップの設定作業が必要です。

　Step-1　スマホ・タブレットと無線ルーターのWi-Fi接続　・・・　3ページを参照ください　

　Step-2　無線ルーターのインターネット接続　・・・　6ページを参照ください　

動画で設定手順をご確認いただけます。

（この無線ルーターのメーカーbuffaloのサイトに遷移します）

＜インターネット接続イメージ図＞

＜ルーターの起動まで＞

　リビング設置のLANコンセントと、無線ルーター背面の青色の端子（INTERNET端子）を

　LANケーブルでつなぎます。

　続けてACアダプターを取り付けます。

　POWER、WIRELESS、ROUTER　の3つのランプが点灯したらルーターの起動完了です。

無線ルーター（WSR-1166DHP4）　設定手順書

【スマホ・タブレット（android編）】

無線ルーター

LANコンセント

パソコン（有線接続）

スマホ・パソコン等（Wi-Fi接続）
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＜設定前にご準備いただくもの＞

　①　当社からお送りした登録内容のお知らせ

　　このうち　① ログイン（接続）ID　② ログイン（接続）パスワード　が必要になります。

　②　ルーターの箱に入っているセットアップカード
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【Step-1】スマホ・タブレットと無線ルーターのWi-Fi接続

アプリケーションメニューの中にある

　　　　　を選択してください。

　　　　　を選択してください。

※Wi-Fiの項目が「OFF」の場合、

　選択して「ON」にしてください。

Wi-Fi
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表示された接続先リストの中から、

SSIDを選択してください。

SSIDは付属のセットアップカード、

あるいは無線ルーター本体側面に

記載されています。（下図参照）

電波干渉に強い「SSID(5GHz)」での接続をおすすめします。
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パスワードの入力欄に暗号化キー（Key）

を入力して、　　　　　を選択して

ください。

[パスワードを表示する]　にチェックを

入れると、入力したパスワードを表示

することができます。

暗号化キー（Key）は付属のセット

アップカード、あるいは無線ルーター

本体側面に記載されています。

（下図参照）
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【Step-2】無線ルーターのインターネット接続

スマホ・タブレットの画面にInternet回線判別中が表示されたら、

 を選択してください。

ユーザー名に［admin］

パスワードに［セットアップカードの

　　　　　　本機ログイン用パスワード］

といずれも英字半角の小文字で入力し、

を選択してください。
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画面に表示されている　　　　　　　を選択してください。
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「BBIQ登録内容のお知らせ」に記載されている［BBIQのログインID］を

接続先ユーザー名に、［BBIQのログインパスワード］を接続先パスワードに

それぞれ入力して進むを選択してください。

プライマリー、セカンダリーの入力は不要です。

＜参考＞

　ログインID、ログインパスワードは、下記①、②欄に記載されています。

BBIQのログインIDを入力してください

BBIQのログインパスワードを入力してください

パスワードを表示したままだと次に進めないため、

☑を外して、次に進むボタンを押してください

☑
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画面に 「確認中です… 」と表示されている間は、このままお待ちください。

画面に「接続成功です！ 」と表示されたら　　　　　を選択してください。
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Step-1　　　　で選択（4ページ参照）したネットワーク名（SSID）の下に

接続済みと表示されたら接続設定が完了です。

インターネットにつながるか確認してみてください。

～ 上記手順でWi-Fiにつながらないときは ～

QTnetお客さまセンター（0120-98-6029）までお問い合わせください。

お問い合わせの際には、

① お客さまのお名前

② まるごとBBIQ用に進呈された無線ルーターの設定に関する問合せである旨を

お伝え願います。
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【Step-3】androidで無線ルータの管理パスワードを変更する方法

※不正アクセスに備えて変更することをお勧めします。

動画で設定手順をご確認いただけます。

（この無線ルーターのメーカーbuffaloのサイトに遷移します）

GooglePlayで[StationRadar]アプリをインストール [StationRadar]アプリを起動する

[設定]アプリを選択 接続されている無線ルータの名称部分をタップ

※表示されない場合は右上の更新マークを選択

[設定画面を開く]を選択　※任意で[次回以降確認しない]を選択可。

Wi-Fiをオンにする

   無線ルータに接続する パスワードの欄に「password」と入力し[ログイン]を選択

※出荷時設定のパスワードは「password」となっております。

今回設定する無線ルータに接続

ルータが表示されない場合はこちらをタップ

1

2

3

4

5

6

7

8
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最下段の[詳細設定]を選択

左側にある[管理]の部分を拡大して選択

登場した項目から[システム設定]を選択

9

10

11
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右側にある[管理パスワード]の入力欄を選択し新しいパスワードを入力

右下にある[設定]を選択

「設定中です…」の表示が終わり、元画面に戻ったら設定完了

右上のドアボタンをタップしログアウト

新たに任意のパスワードを入力して下さい。

こちらからログアウト

12

13

14
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インターネットをWi-Fiで利用するには、次の２つのステップの設定作業が必要です。

　Step-1　パソコンと無線ルーターのWi-Fi接続　・・・　3ページを参照ください　

　Step-2　無線ルーターのインターネット接続　・・・　8ページを参照ください　

動画で設定手順をご確認いただけます。

（この無線ルーターのメーカーbuffaloのサイトに遷移します）

＜インターネット接続イメージ図＞

＜ルーターの起動まで＞

　リビング設置のLANコンセントと、無線ルーター背面の青色の端子（INTERNET端子）を

　LANケーブルでつなぎます。

　続けてACアダプターを取り付けます。

　POWER、WIRELESS、ROUTER　の3つのランプが点灯したらルーターの起動完了です。

無線ルーター（WSR-1166DHP4）　設定手順書

【パソコン編】

無線ルーター

LANコンセント

パソコン（有線接続）

スマホ・パソコン等（Wi-Fi接続）
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＜設定前にご準備いただくもの＞

　①　当社からお送りした登録内容のお知らせ

　　このうち　① ログイン（接続）ID　② ログイン（接続）パスワード　が必要になります。

　②　ルーターの箱に入っているセットアップカード

28 ページ



【Step-1】パソコンと無線ルーターのWi-Fi接続

パソコン画面右下の　　　　　（アクションセンター）を選択してください。
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アクションセンターから

を選択してください。

Windowの設定 から                                                      を選択してください。

30 ページ



ネットワークとインターネットから                 を選択してください。

Wi-Fiのスイッチの　　　　　　　　　を選択し、

を選択してください。

31 ページ



表示された接続先リストの中から、

SSIDを選択してください。

SSIDは付属のセットアップカード、

あるいは無線ルーター本体側面に

記載されています。（下図参照）

電波干渉に強い「SSID(5GHz)」での接続をおすすめします。
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  　　にチェックを入れて

　　　　を選択してください。

ネットワークセキュリティキーの入力欄に

暗号化キー（Key）を入力して、　　　　　

を選択してください。

暗号化キー（Key）は付属のセット

アップカード、あるいは無線ルーター

本体側面に記載されています。

（次ページ参照）
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【Step-2】無線ルーターのインターネット接続

パソコンの画面にInternet回線判別中が表示されたら、

を選択してください。　
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ユーザー名に［admin］

パスワードに［セットアップカードの

　　　　　　本機ログイン用パスワード］

といずれも英字半角の小文字で入力し、

を選択してください。

画面に表示されている　　　　　　　を選択してください。
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「BBIQ登録内容のお知らせ」に記載されている［BBIQのログインID］を

接続先ユーザー名に、［BBIQのログインパスワード］を接続先パスワードに

それぞれ入力して進むを選択してください。

＜参考＞

　ログインID、ログインパスワードは、下記①、②欄に記載されています。

BBIQのログインIDを入力してください

☑

BBIQのログインパスワードを入力してください

パスワードを表示したままだと次に進めないため、

☑を外して、次に進むボタンを押してください

36 ページ



画面に 「確認中です… 」と表示されている間は、このままお待ちください。

画面に「接続成功です！ 」と表示されたら　　　　　を選択してください。
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パソコン画面右下の　　　（ネットワーク）を選択してください。

Step-1　　　　で選択（6ページ参照）したネットワーク名（SSID）の下に

接続済みと表示されたら接続設定が完了です。

インターネットにつながるか確認してみてください。

～ 上記手順でWi-Fiにつながらないときは ～

QTnetお客さまセンター（0120-98-6029）までお問い合わせください。

お問い合わせの際には、

① お客さまのお名前

② まるごとBBIQ用に進呈された無線ルーターの設定に関する問合せである旨を

お伝え願います。
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【Step-3】PCで無線ルータの管理パスワードを変更する方法

※不正アクセスに備えて変更することをお勧めします。

動画で設定手順をご確認いただけます。

（この無線ルーターのメーカーbuffaloのサイトに遷移します）

URL欄に半角で「192.168.11.1」を入力後、Enterキーを押す。

パスワードの欄に「セットアップカードの本機ログイン用パスワード」を入力
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[詳細設定]をクリックします。

[管理]－[システム設定]を開き、[管理パスワード]に新しいパスワードを入力します。

[設定]をクリックし、設定画面を閉じます。

以上で設定は完了です。
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