Enjoy Free Wi-Fi service / 享受免费Wi-Fi服务 /Free Wi-Fiをお使いいただけます
How to use/使用步骤/ご利用手順
１

Tap [Settings]
点击 [设置]
設定を選択

2

Turn on Wi-Fi
打开 Wi-Fi
Wi-Fi設定

３

Select SSID
选择 SSID
SSIDの選択

SSID：Wi2_free
４

Accept the Terms
同意使用规约
利用規約に同意

５

Tap [Connect]
点击[连接]
[接続]を選択

６

Enjoy now
开始使用
ご利用開始

Tap [Settings] icon
on your device.
*e.g. iPhone(iOS)

Tap [Wi-Fi] and turn
it [ON]. Wireless
networks will be
found.

Select [Wi2_free]
from the SSID list.

Open a browser.
Read the Terms and
Conditions carefully
and tap [Agree].

Tap [Connect to the
Internet].

Enjoy the Internet.

点击你所用设备的
[设置] 。
*比如iPhone(iOS)

点击[Wi-Fi] 并设置成
[ON]就可以检测出无
线网络连接。

从列表中选择可用的
SSID [Wi2_free]。

打开浏览器仔细阅读
使用规约后，点击选
择 [同意]。

点击选择[连接]。

享受网络。

お使いのデバイスの
[設定]アイコンを
選択します。
*例:iPhone(iOS)

[Wi-Fi]をタップし、
[オン]にし、ワイヤレス
ネットワークを検出します。

リストから利用可能な
SSID[Wi2_free]を
選択します。

ブラウザを起動し、
利用規約をよくお読み
の上、[規約に同意す
る]を選択します。

[接続]を選択します。

インターネットを
ご利用いただけます。

Please make sure that you read the Terms and Conditions before tapping [Accept] to use the Wi-Fi service.
确保按下[同意]使用Wi-Fi服务之前仔细阅读过使用规约。
フリーWi-Fiサービス利用規約の内容を必ずご確認の上、[同意する]ボタンを選択してください。

訪日外国人向け無料Wi-Fi接続 app

Don’t take away
禁止带出
반출 금지
車外への持ち出し禁止

TRAVEL JAPAN Wi-Fi is a free Wi-Fi
connection app for visitors to Japan!

Download Now!

Over 200,000
hotspots throughout
J a p a n ! !
Service provided by Wire and Wireless Co., Ltd.

Step1 Free Download Scan or Search

*e.g. iPhone (iOS)

现在就马上下载app！
지금 여기에서 app을 다운로드!
ดาวน์โหลด app ทีน่ ่ีตอนนี้เลย!
▲ Check our Web site
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Android, Google Play, and the Google Paly logo are trademarks of Google Inc.

Choose any network

Step2 Setup 安装 /세트업 / การติดตัง้

Continue setup
继续安装
계속 설치
ดาเนินการติดตัง้

▲ iOS only
仅限iOS
IOS만 해당
เฉพาะ iOS เท่านั้น

Keep open app
保持打开app
앱을 열어 두십시오
เก็บ app เปิ ด

[Note]
* Available at Airport, Train Station, Convenience Store, Cafe etc...

Available networks
可连接的网络一览表
접속 가능한 네트워크 목록
รายการเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อได้

Area Sign

机场、车站、便利店、咖啡厅等都可以使用。 /공항, 역, 편의점, 카페 등에서 이용할 수 있습니다.
สามารถใช้งานได้ทส่ี นามบิน สถานีรถไฟ ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และอื่น ๆ

* Keep this app running in the background, then automatic connection to free Wi-Fi over 200,000 hotspots in Japan.

292-292-101N-INST

