
① SSIDを選択 
設定画面からWi-FiをONにし、 

ネットワーク一覧選択画面からSSID 
「NAKASATSUNAI_Free_Wi-Fi」を

タップ 

② ポータル画面が起動したら、 
メールアドレスを入力、 

または、SNSアカウントでログイン 
※※画面が表示されない場合※※ 
左下のQRコード欄をご確認ください。 

③ 仮登録完了 
SNSアカウントでの登録の場合は、

選択したSNSが起動 

④ 登録認証メールを確認して、 
登録完了のURLを選択 

※SNSアカウントでの登録の場合は 
  登録認証メールは送信されません。 

⑤ 接続完了 
フリーWi-Fiサービスをご利用いただけます。 

NAKASATSUNAI_Free_Wi-Fi 接続ガイド（Android端末） 

お問い合わせ先（記載例） 

フリーダイヤル 0120-XXX-XXX 

受付時間 XX：XX～XX：XX（土・日・祝日・年末年始を除く） 

Android 

※ Androidの場合には、 
  キャプティブブラウザが自動終了する 
  端末があり、その場合はリダイレクト先 
  Webページは表示されません。 
  （今後のOSバージョンアップ等で 
      変更となる場合があります。） 

※②ポータル画面が表示されない場合 

① 上のQRコードを読み込み 
画面表示をタップ／クリック 

または 
② ブラウザ（Chrome等）アプリで 
「http://jwifi.jp」と検索窓へ直接
入力し、検索ボタンをタップ／クリック 

メールアドレス認証 

ご入力いただいたメールアドレス 

NAKASATSUNAI_Free_Wi-Fi 

SNS認証 
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① SSIDを選択 
設定画面からWi-FiをONにし、 

ネットワーク一覧選択画面からSSID 
「NAKASATSUNAI_Free_Wi-Fi」 

をタップ 

② ポータル画面が起動します。 
メールアドレスを入力、 

または、SNSアカウントでログイン 
※※画面が表示されない場合※※ 
左下のQRコード欄をご確認ください。 

③ 仮登録完了 
SNSアカウントでの登録の場合は、

選択したSNSが起動 

④ 登録認証メールを確認して、 
登録完了のURLを選択 

※SNSアカウントでの登録の場合は 
  登録認証メールは送信されません。 

⑤ 接続完了 
フリーWi-Fiサービスをご利用いただけます。 

NAKASATSUNAI_Free_Wi-Fi 接続ガイド（iOS端末：iPhone等） 

① 上のQRコードを読み込み 
画面表示をタップ／クリック 

または 
② ブラウザ（Chrome等）アプリで 
「http://jwifi.jp」と検索窓へ直接
入力し、検索ボタンをタップ／クリック 

iOS 

お問い合わせ先（記載例） 

フリーダイヤル 0120-XXX-XXX 

受付時間 XX：XX～XX：XX（土・日・祝日・年末年始を除く） 

NAKASATSUNAI_Free_Wi-Fi 

メールアドレス認証 

ご入力いただいたメールアドレス 

※②ポータル画面が表示されない場合 

SNS認証 
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① Tap “settings”, Slide the 
Wi-Fi to “ON” on your device, 

and select 

 “NAKASATSUNAI_Free_Wi-Fi”. 

② Tap “Temporary 
Registration” or SNS 

account. 
※If you cannot see portal, 

please check QR code. 

③ When the screen as 
follows shows up, 

check your E-mail inbox. 

④ Confirm the E-mail 
and tap the URL 
in your message. 

⑤ Connection completed. 
Enjoy Free Wi-Fi service! 
Direct to Portal Page！ 

 
 
 

How to connect Free Wi-Fi（For Android)  Android 

NAKASATSUNAI_Free_Wi-Fi 

SNS process 

Your E-mail Address 

※Please read this QR code, 
select bookmark 

(except https://~), 
or enter “jwifi.jp” in internet 

browser. 

※If do not go ②, 

For Chinese user 

／ 

E-Mail Address process 
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① Tap “settings”, Slide the 
Wi-Fi to “ON” on your device, 

and select 

 “NAKASATSUNAI_Free_Wi-Fi”. 

② Tap “Temporary 
Registration” or SNS 

account. 
※If you cannot see portal, 

please check QR code. 

③ When the screen as 
follows shows up, 

check your E-mail inbox. 

④ Confirm the E-mail 
and tap the URL 
in your message. 

⑤ Connection completed. 
Enjoy Free Wi-Fi service! 
Direct to Portal Page！ 

How to connect Free Wi-Fi（For iOS)  

※Please read this QR code, 
select bookmark 

(except https://~), 
or enter “jwifi.jp” in internet 

browser. 

※If do not go ②, 

iOS 

NAKASATSUNAI_Free_Wi-Fi 

Your E-mail Address 

SNS process 

For Chinese user 

／ 

E-Mail Address process 
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