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電話機

電話ケーブル

インターネットのご利用方法

設定パターン ●❷  さすガねっと ひかり電話をご契約されたお客さま

さすガねっと ひかり電話を
ご契約されたお客さまは

設定パターン ●❷ をご覧ください

ご自身でWi-Fiルーターを
ご準備されるお客さまは

設定パターン ●❶ をご覧ください

オプションのWi-Fiルーターレンタルを
ご契約されたお客さまは

設定パターン ●❸ をご覧ください

さすガねっと ひかり電話をご契約されたお客さまは、
ひかり電話対応ルーター（以下、ホームゲートウェイ）をご利用いただきます。

さすガねっと はやとくプランのインターネットのご利用方法に関してご案内いたします。
下記からご自身が当てはまるものを選び、各種設定を行ってください。

＜さすガねっと ひかり電話（無線LAN 付）をご契約の場合＞

1.光コードで光コンセントとホームゲートウェイを接続する
2.ホームゲートウェイのコンセントを抜く
3.無線LANカードをホームゲートウェイの上部のスロットに差し込む
4.ホームゲートウェイのコンセントを差し込む
5.ホームゲートウェイ無線LANカードのPWRランプとACTランプ(もしくはLINKランプ)が同時に点滅するのを確認
6.ホームゲートウェイ側面のSSID・PW を、インターネットを利用したい機器に入力して設定を完了

光コンセントなど

電源コンセント
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設定パターン ●❶  ご自身でWi-Fiルーターをご準備されるお客さま

Wi-Fiルーターがさすガねっと はやとくプランに対応しているか確認する
Wi-Fiルーターがさすガねっと はやとくプランの対応ルーターであるか“v6コネクト 
朝日ネット”で検索し、ルーター対応機器(■v6 コネクト IPv4 over IPv6 接続
（DS-Lite))に記載の対応型番かどうかご確認ください。
右記二次元コードでもアクセスできます。  (https://v6connect.net/)

対応機種でない場合、記載の対応型番ルーターをご自身でご購入ください。

Wi-Fiルーターの設定手順は、
対応機器別に異なります。設
定手順については、各ルー
ターの設定手順書をご参照
ください。

対応機種の確認後、
設定を行う

STEP 1 STEP 2

ご自身でWi-Fiルーターをご準備される場合は、下記のQRコードより、さすガねっと はやとくプラン対応ルーターであるこ
とをご確認ください。対応機種以外のWi-Fiルーターでは、さすガねっとのインターネット接続には対応していません。

ノートパソコン・スマートフォンなど

ホームゲートウェイ 無線LANカード
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設定パターン ●❶  ご自身でWi-Fiルーターをご準備されるお客さま
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定手順については、各ルー
ターの設定手順書をご参照
ください。

対応機種の確認後、
設定を行う

STEP 1 STEP 2

ご自身でWi-Fiルーターをご準備される場合は、下記のQRコードより、さすガねっと はやとくプラン対応ルーターであるこ
とをご確認ください。対応機種以外のWi-Fiルーターでは、さすガねっとのインターネット接続には対応していません。

ノートパソコン・スマートフォンなど

ホームゲートウェイ 無線LANカード

＜さすガねっと ひかり電話（無線LAN 無）をご契約の場合＞

1.市販のWi-Fiルーターを準備する（ルーター機種の制限はありません。）
2.光コードで光コンセントとホームゲートウェイを接続する
3.ホームゲートウェイのコンセントを抜き、LANケーブルでホームゲートウェイとWi-Fi ルーターを接続
4.ホームゲートウェイのコンセントを差し込み後、Wi-Fiルーターの電源を入れる
5.Wi-Fi ルーターのSSID・PW を、インターネットを利用したい機器に入力して設定を完了

上記の設定完了後、自動的に、IPoE接続(IPv4 over IPv6)通信対応のためのアプリが配信されます。

※Wi-Fiルーターをお持ちでない場合は、ホームゲートウェイとPC 等をLANケーブルで接続し、インターネットをご利用いただくことも
可能です。但し、PC 等の端末にLAN 端子の差込口がない場合、接続できない場合がありますので事前にご確認ください。

設定パターン ●❷  さすガねっと ひかり電話をご契約されたお客さま

工事完了後、2時間経過してもインターネットに接続できない場合は、
IPoE接続（IPv4 over IPv6）が可能なアプリがインストールされていることを
下記の手順で確認ください。

1.インターネット設定ガイドのP.13③「ホームゲートウェイの設定」に記載されている1.2の手順で、
パスワードを設定してください。
インターネット設定ガイドがお手元にない場合は、下記のリンク先をご参照ください。
(https://home.osakagas.co.jp/internet/plan/pdf/faq/040_3.pdf)

2. http://ntt.setup:8888/tまたはhttp://192.168.1.1:8888/tのURLのどちらかからアクセスし、
ホームゲートウェイ管理画面のID/パスワードを入力してください。
IDはuser（半角英小文字）、パスワードは上記手順1.で設定したパスワードとなります。

3.ホームゲートウェイ管理画面にアクセス後、
正常にアプリが配信されている場合、
“v6コネクトアイコン”が表示されます。

管理画面にて"v6コネクトアイコン"が確認できない場合は、
「さすガねっと専用ダイヤル」へお問い合わせください。

光コンセントなど

電源コンセント

ホームゲートウェイ Wi-Fiルーター

ノートパソコン・スマートフォンなど

電話機

電話ケーブル
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設定パターン ●❸  オプションのWi-Fiルーターレンタルをご契約されたお客さま

Wi-Fiルーターを設置する
Wi-Fi ルーターに同梱されている取扱説明書等をご確認いただき、ONUとWi-Fi ルーターを接続してください。

STEP 1

Wi-Fiルーターのレンタル機器は、NEC-PF 製、Buffalo 製、またはI-O DATA製のいずれかとなります。
お客さまにはご選択いただけませんので、予めご了承ください。

無線LAN 内蔵パソコンの場合（Windows 10/8.1 の場合）

▶ Windows 8.1の場合は、
［スタート］画面で［デス
クトップ］を選択してから
はじめてください。

通知領域（タスクトレイ）に表示されている
ネットワークアイコンをクリックする

Windows10のアイコンの例

パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にする
※設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照し
てください。

1 2

ネットワークの一覧の中から、本製品のSSIDを選択し、
［接続］をクリックする。

※映像視聴などの高速通信には５GHｚ帯を選択するなど、ご利用
環境によって選択してください。

3 暗号化キーを入力して［次へ］または［OK］をクリックする。
※暗号化キーとは、Wi-Fi接続するためのパスワードです。セキュ
リティーキー、パスフレーズ、ネットワークキーとも呼ばれます。
SSIDと同様の箇所に記載されています。

以上でWi-Fi接続の設定は終了です
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※自作のパソコンはサポート外となります　※画面はイメージですSTEP 2

Wi-Fi設定をする

App StoreまたはGoogle Playで［Atermらく
らくQRスタート］のアプリを検索、インストール
して起動する

※起動後、しばらくすると、カメラ
ビューが表示されます。

右記二次元コードでもアクセスできます。
（http://qr.aterm.jp/）

スマートフォンでWi-Fi接続する場合

1 Wi-Fiの設定内容が表示され
たら、［設定適用］をタップする

以上でWi-Fi接続の
設定は終了です

※iOS端末の場合は、以降画面にし
たがって設定を進めてください。

3カメラビューで、同梱されて
いる「らくらくQRスタート
用QRコード」を読み取る

2222

●お問い合わせは
　「さすガねっと専用ダイヤル」まで ※こちらに記載されている内容は2022年6月末現在のものです。

App Storeまたは
Google Playで
「QRsetup」を検索、
インストールして
起動する。

1 以降は画面の指示に従って設定を進める。完了画面が表示
されたら、Webブラウザーを起動して以下のアドレスにアク
セスする。

※設定中に「パスコードを入力」画面が表示された場合は、お客さ
まがスマートフォンに設定しているパスコードを入力してください。

3QRコードの読み取り画面
が表示されたら、セットアッ
プカードに記載さ
れているQRコー
ドを読み取る。
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●Buffalo製　WSR-1166DHPL2/PL の場合

http://86886.jp/set/

以上でWi-Fi接続の設定は終了です

0120-001-021  受付時間　全日9時～19時

●NEC-PF製 Aterm WG1200HP4 の場合

＜SSIDの記載箇所＞
NEC-PF 製：商品本体のラベル　Buffalo 製：セットアップカード
I-O DATA製：機器に同梱される無線LAN設定情報シート

機器に同梱の
「無線LAN設定情報シート」を
用意する

1 設定アプリ（　　又は　　）を開く2 3

4 5 Wi-Fiアイコン　　を
確認する
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●I-O DATA製　WN-PL1167EX03の場合

Wi-Fi

無線LAN設定情報シート

Wi-Fi設定用

設定画面ログイン用

］zHG4.2［ １DISS ］zHG4.2［ １DISS ］zHG5［ 2DISS ］zHG5［ 2DISS

SSID１

SSID2

暗号キー

SSID１

SSID2

暗号キー

:N/S :N/S

ユーザー名

パスワード

ユーザー名

パスワード

IODATA-xxxxxx-5G

IODATA-xxxxxx-2G

XXXX XXXX XXXXX

XXXXXXXX
XXXXX

無線LAN設定情報シート

Wi-Fi設定用

設定画面ログイン用

］zHG4.2［ １DISS ］zHG4.2［ １DISS ］zHG5［ 2DISS ］zHG5［ 2DISS

SSID１

SSID2

暗号キー

SSID１

SSID2

暗号キー

:N/S :N/S

ユーザー名

パスワード

ユーザー名

パスワード

IODATA-xxxxxx-5G

IODATA-xxxxxx-2G

XXXX XXXX XXXXX

XXXXXXXX
XXXXX

以上でWi-Fi接続の
設定は終了です

暗号キー（パスワード）を
入力

1

2

IODATA-xxxxxx-5Gまたは
IODATA-xxxxxx-2G

Wi-Fi

2
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