WAKAYAMA FREE WiWi-Fi
ご利用方法 ｜ HOW TO USE ｜ 如何使用 ｜ 접속 방법

A. アプリによるインターネット接続

＜ Free WiWi-Fi by the App ＞

App 【 Japan ConnectedConnected-free WiWi-Fi 】
フリーWi
フリーWiWi-Fiに簡
Fiに簡単に接続できるアプリです。これまでエリア毎に必要だった利用登録がこのアプリの利用登録のみで
に簡単に接続できるアプリです。これまでエリア毎に必要だった利用登録がこのアプリの利用登録のみでOK
単に接続できるアプリです。これまでエリア毎に必要だった利用登録がこのアプリの利用登録のみでOKです。
OKです。
Simple Connection to free wiwi-fi . Register for use once with this app, and you won't have to rere-register in each area.

能够轻松连接Free
能够轻松连接Free WiWi-Fi。
Fi。原本需要在各个地区完成注册才能连接的Wi
原本需要在各个地区完成注册才能连接的WiWi-Fi，
Fi，只要注册使用本软件便可连接。
只要注册使用本软件便可连接。
Free Wi-Fi 에 쉽게 연결. 기존의 구역별로 필요했던 이용 등록이 이 애플리케이션의 이용 등록 만으로 OK입니다.

①

アプリをインストール
安装应用程序

／ Install App
／ 어플을 설치

③

登録完了
注册完成

／ Registration Complete
／ 등록 완료

Japan Connected-free Wi-Fiをインストール
してください。
Please install Japan Connected-free Wi-Fi.
请安装 Japan Connected-free Wi-Fi
Japan Connected-free Wi-Fi를 설치해
주십시오.

②

利用登録
注册使用

／ User Registration
／ 이용 등록

「利用登録する」を押し
てください。

アプリの利用登録に必要な情報
を入力し、利用規約を確認後、
「次に進む」を押してください。

Please press "User
Registration.″

Please enter the the necessary
information to register to use
the app, then press "Next" after
confirming the terms of use.

请按下“注册使用”

请您输入使用本应用程序所需
要的信息，在确认使用规定后，
请按“下一步”。

이용 등록'을 눌러
주십시오.

어플 이용 등록에 필요한
정보를 입력하고 이용규칙을
확인한 후, '다음으로
진행'을 눌러 주십시오.

④

「Connect」を押して
Connect」を押してください
」を押してください ／ Please press "Connect.“
"Connect.“
请按“
／ 'Connect'를 눌러 주십시오.
请按“Connect”

⑤

「インターネットへ」を押してください。／
インターネットへ」を押してください。／ Please press “To Internet.“
Internet.“
请按“
／'인터넷'을 눌러 주십시오.
.
请按“使用网络”
使用网络”

⑥

ご利用頂けます
ご利用頂けます！
頂けます！
您可以使用了
您可以使用了！
使用了！

／ Connect
Connect!!
／ 이용하실 수 있습니다!

WAKAYAMA FREE WiWi-Fi
ご利用方法 ｜ HOW TO USE ｜ 如何使用 ｜ 접속 방법

B. ブラウザによるインターネット接続

①

＜ Free WiWi-Fi by Internet Browser ＞

WAKAYAMA FREE WiWi-Fi に接続
Connect to " WAKAYAMA FREE WiWi-Fi " network
连接到
连接到 WAKAYAMA FREE WiWi-Fi
WAKAYAMA FREE Wi-Fi 에 연결

④

メールアドレス入力
输入邮箱地址

お使いの端末のWi-Fiネットワーク画
面から「WAKAYAMA_FREE_Wi-Fi」
を選択します。

／ Enter e-mail address
／ 메일 주소 입력

メールアドレスを入力して、接続をク
リック。
Enter your e-mail address, and
click Connect.

Select " WAKAYAMA_FREE_Wi-Fi "
from available Wi-Fi network on
your device.

输入邮箱地址后，点击“接続”。

从使用终端的Wi-Fi网络启 动画面
中选择 “WAKAYAMA_FREE_Wi-Fi”

메일 주소를 입력하여 접속을
클릭.

이용 단말기의 Wi-Fi네트워크
화면에서 " WAKAYAMA_FREE_Wi-Fi
"를 선택합니다.

②

ブラウザを
ブラウザを起動
启动浏览器

／ Open the Internet browser
／ 브라우저를 실행해 주십시오

⑤

「ホームページはこちら」を押してください
Please pless “Go to the shop’s website ”
请按“
请按“前往所有者的网
前往所有者的网站”
'오너의 웹사이트로 이동' 를 눌러 주십시오.

「インターネットを利用」を押してください。
Click to "use the Internet“
点击“use the Internet”
" use the Internet "을 클릭

③

利用規約に
利用規約に同意
規約に同意
／ Check the Terms and Conditions
我同意并接受使用条款 ／ 이용 규약에 동의해 주십시오

⑥

ご利用頂けます
ご利用頂けます！
頂けます！
您可以使用了
您可以使用了！
使用了！

／ Connect
Connect!!
／ 이용하실 수 있습니다!

