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【対応言語】日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語 

【受付時間】9:00～18:00 (365日)  

●SSID :  Okayama_Free_Wi-Fi
●Usage charge :  Free
●Time limit per session :  30 minutes (The number of 
sessions is unlimited.However, re-authentication is 
required for each 30-minute session.)
*Depending on the location, usage time may be limited.

●SSID : Okayama_Free_Wi-Fi

●利用料 :  無料

●1 回あたりの接続時間  : 30 分

（回数制限なし。ただし30 分毎に再度認証が必要）
※施設によっては利用時間が制限されているところがございます。

Okayama Free Wi-Fi について
About Okayama Free Wi-Fi

Japan Connected-free Wi-Fi とは？
What is Japan Connected-free Wi-Fi?

● Okayama Free Wi-Fi のお問合せ Contact Okayama Free Wi-Fi

0570-015-152
email : wi-fi_support@star.ocn.ne.jp

2022年 2月版

Download
free apps

Android iOS

アプリ（ Japan Connected-free Wi-Fi）の利用登録のみで

「Okayama Free Wi-Fi」の他、日本各地の観光地や駅、空港など

のフリー Wi-Fi に接続できます。アプリの機能はすべて無料で利用

いただけます。

Simply register to use the app (Japan Connected-free Wi-Fi) and 

you will be able to connect to Okayama Free Wi-Fi and other free 

Wi-Fi services in sightseeing spots, stations and airports around 

Japan.All the features of this app are available free of charge. 

事前準備 ：インストール後、利用登録をします。 ※ネットワーク環境が必要です。

Check the Wi-Fi spots and 
move to the nearest 
location.

Once at the Wi-Fi spot, tap 
"Connect" and you will be 
connected to the Internet .

Wi-Fi スポットを確認して

Wi-Fi スポット付近に移動。

Wi-Fi スポットで「Connect」

をタップすると接続完了。Okayama_Free_Wi-Fi Okayama_Free_Wi-Fi

●本サービスのご利用によってご自身の損害や第三者との紛争などが生じても岡山県は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

●無線区間の暗号化は行っておりません。当サービスを使用して個人情報や重要なデータのやり取りは控えてください。

This wireless zone is not encrypted.  While using our service, please refrain from handling any private information or sensitive data. 　Please understand when using this 

service that Okayama Prefecture does not take responsibility for any damages caused to the user or disputes with third-parties that may arise.

Hours: 9:00 - 18:00 
(lines open every day of the year)

Languages supported: Japanese,English,Chinese,Korean,Portuguese,Spanish,Thai

Wi-Fi Connection Support

Wi-Fi 接続サポート

Japan Connected-
free Wi-Fi

アプリ利用方法
How to use Apps

Preparation in advance: After installing the app, you will need to register as a user. *Internet connection required. 

「Wi-Fi Spot」をタップ。

Tap "Wi-Fi Spot".



Okayama Free Wi-Fi 接続方法 (How to Use)

「Facebook でログイン」をタップします。

Facebook アカウントでログインします。

For authentication using an email address:

メールアドレス認証の場合

电邮地址验证： 電子郵件地址認證： 이메일 주소 인증 시

「メールアドレスでログイン」をタップします。

Wi-Fi を ON にし、ネットワーク一覧選択画面から
「Okayama_Free_Wi-Fi」をタップします。

Turn on Wi-Fi and tap "Okayama_Free_Wi-Fi" from the 
network list selection screen.

打开 Wi-Fi 并从网络列表选择屏幕中点击“Okayama_Free_Wi-Fi”。

打開 Wi-Fi 並從網絡列表選擇屏幕中點擊“Okayama_Free_Wi-Fi”。

Wi-Fi를 켜고 네트워크 목록 선택 화면에서 'Okayama_Free_Wi-Fi'를 
탭합니다.

仮登録したメールアドレスに届く本登録メール内の URLを
タップします。

Tap the URL in the main registration email that arrives 
at the temporarily registered email address.

点击到达临时注册电子邮件地址的主注册电子邮件中的 URL。

點擊到達臨時註冊電子郵件地址的主註冊電子郵件中的 URL。

임시등록한 메일 주소에 도착하는 본등록 메일내의 URL을 
탭합니다.

メールアドレスを入力し「仮登録」をタップします。

Enter your email address and tap "Temporary Registration".

输入您的电子邮件地址并点击“临时注册 ”。

輸入您的電子郵件地址並點擊“臨時註冊 ”。

이메일 주소를 입력하고 '임시 등록'을 탭합니다.

※ドメイン指定受信をされている場合は事前に「＠wifi-cloud.jp」
からのメールを受け取れるように設定をお願いします。

* If you have received the specified domain, please set in 
advance so that you can receive emails from "@ wifi-cloud.jp".

* 如果您已收到指定的域，请提前设置，以便您可以接收来自
“@wifi-cloud.jp”的电子邮件。

* 如果您已收到指定的域，請提前設置，以便您可以接收來自
“@wifi-cloud.jp”的電子郵件。

※도메인 지정 수신을 하고 있는 경우는, 사전에 「@wifi-cloud.jp」로부터의 
메일을 받을 수 있도록 설정을 부탁합니다.

「5」で登録したメールアドレスの仮登録が完了します。
※仮登録から 10 分以内に利用登録を実施してください。

Temporary registration of the e-mail address registered 
in "5" is completed.
* Please register for use within 10 minutes of temporary 
registration.

“5”中注册的电子邮件地址的临时注册完成。
* 请在临时注册后 10 分钟内注册使用。

“5”中註冊的電子郵件地址的臨時註冊完成。
* 請在臨時註冊後 10 分鐘內註冊使用。

「5」로 등록한 메일 주소의 임시 등록이 완료됩니다.※
가등록으로부터 10분 이내에 이용 등록을 실시해 주세요.

メールアドレスに問題ないか確認し「送信」をタップします。

检查您的电子邮件地址是否有问题，然后点击“ 发送”。

이메일 주소에 문제가 없는지 확인한 후 '제출'을 탭합니다.

The portal screen will be launched.

ポータル画面が立ち上がります。

将启动门户屏幕。

將啟動門戶屏幕。

포털이 화면을 시작합니다.

Tap "Login with email address".

点击“使用电子邮件地址登录”。

點擊“使用電子郵件地址登錄”。

'이메일 주소로 로그인'을 탭합니다.

インターネットへの接続が完了しました。

The connection to the internet is complete.

互联网连接完成。

互聯網連接完成。

인터넷 연결이 완료되었습니다.

Check if there is a problem with your email address and 
tap "Send".

檢查您的電子郵件地址是否有問題，然後點擊“ 發送”。

Tap "Login with Facebook“.

点击“使用 Facebook 登录”。

點擊“使用 Facebook 登錄”。

''페이스북으로 로그인'을 탭합니다.

Log in with your Facebook account.

使用您的 Facebook 帐户登录。

使用您的 Facebook 帳戶登錄。

Facebook 계정으로 로그인합니다.

* Twitter, Google, Weibo, Yahoo!, d account and  LINE 
can also be used for SNS authentication.

※SNS 認証では他に、Twitter、Google、Weibo、Yahoo! 、
dアカウント、LINE のアカウントがご利用可能です。

※选择 SNS 认证时，还可以使用 Twitter、Google、Weibo、
Yahoo!、d 帐号、LINE 的帐号。

※選擇 SNS 認證時，還可以使用 Twitter、Google、Weibo、
Yahoo!、 d 帳號、 LINE 的帳號。

※SNS 인증으로 Twitter, Google, Weibo, Yahoo!, d 계정, LINE 
계정도 이용 가능. 

SNS ( 例:Facebook)認証の場合
For SNS authentication(e.g. Facebook): 进行SNS（如 Facebook）认证时：

進行 SNS（如 Facebook）認證時： SNS(예: Facebook) 인증의 경우
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「Okayama Free Wi-Fi」はこのマークのある施設で
ご利用いただけます。

"Okayama Free Wi-Fi" can be used in facilities, etc. featuring this logo.

Okayama_Free_Wi-Fi

1回 30分 ( 回数制限なし )

SSID

接続時間

※画面および遷移フローは 2022年2月 時点のものであり、SNS事業者により変更される場合

があります。

※関連する提供会社の変更等により、SNS アカウント認証ができない場合があります。

Wi-Fi を ON にし、ネットワーク一覧選択画面から
「Okayama_Free_Wi-Fi」をタップします。

Turn on Wi-Fi and tap "Okayama_Free_Wi-Fi" from 
the network list selection screen.

打开 Wi-Fi 并从网络列表选择屏幕中点击“Okayama_Free_Wi-Fi”。

打開 Wi-Fi 並從網絡列表選擇屏幕中點擊“Okayama_Free_Wi-Fi”。

Wi-Fi를 켜고 네트워크 목록 선택 화면에서 'Okayama_Free_Wi-Fi'
를 탭합니다.

The portal screen will be launched.

ポータル画面が立ち上がります。

将启动门户屏幕。

將啟動門戶屏幕。

포털이 화면을 시작합니다.
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インターネットへの接続が完了しました。

The connection to the internet is complete.

互联网连接完成。

互聯網連接完成。

인터넷 연결이 완료되었습니다.


