
アプリを
インストール
Install the App

iOSをご利用の方はこちらから
For iOS users, please download the app by
scanning the QR code 
on the right.

Androidをご利用の方はこちらから
For Android users, please download the app
by scanning the QR code
on the right.

スマホアプリ「Japan Connected-free Wi-Fi」を利用すれば、もっと便利に使えます！※アプリの利用規約をご確認のうえ、ご利用ください。
A smartphone app, Japan Connected-Free Wi-Fi, makes connecting to the Internet more convenient than ever! ※Please check the terms of use for the app prior to using.

屋外Wi-Fiエリアでの接続方法

④ 「同意する」をタップ
④ Tap “Agree.”

⑤ 接続完了！
⑤ Now, you are 
     connected!

③ 「同意する」をタップ
③ Tap “Agree.”

④ 接続完了！
④ Now, you are 
     connected!

③ 「Tachikawa City Free Wi-Fi」ポータルページへ
     「インターネットに接続する」をタップ。 
　　※初回のみメールアドレスの登録が必要です。
③ Go to "Tachikawa City Free Wi-Fi" portal page
     Tap "Connect to the Internet".
      ※ Registration of e-mail address is required only for the first time.

② 画面上部に通知メッセージが自動表示
     されるので、タップしてください。
② Please tap the push notification message 
      that pops up on your mobile device.

② 「Tachikawa City Free Wi-Fi」ポータルページが自動表示されます。
     「インターネットに接続する」をタップ。 ※初回のみメールアドレスの登録が必要です。
② The "Tachikawa City Free Wi-Fi" portal page will be automatically displayed.
     Tap "Connect to the Internet."
　   ※ You will be required to register with your email address only for the first time. 

Tachikawa_City_Free_Wi-Fi

Tachikawa_City_Free_Wi-Fi

Tap!

Free Wi-Fi接続ガイド （Android）

Free Wi-Fi接続ガイド （iOS）

Tap!

Tap!

Tap!

Tap!

Tap!

① Wi-FiをONにし、ネットワーク一覧選択画面から
　  「Tachikawa_City_Free_Wi-Fi」をタップ
① Turn the Wi-Fi on and select “Tachikawa_
　  City_Free_Wi-Fi” from the network list.

① Wi-FiをONにし、ネットワーク一覧選択画面から
　  「Tachikawa_City_Free_Wi-Fi」をタップ
① Turn the Wi-Fi on and select “Tachikawa_
　  City_Free_Wi-Fi” from the network list. 
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① 「設定」アイコンをタップし、Wi-FiをONにします。
① Tap the Settings icon and turn on Wi-Fi

③ホーム画面に戻りブラウザを起動します。
③Return to the home screen and
    launch the browser.

②ネットワーク一覧から「Tachikawa_City_Free_Wi-Fi01」
   をタップして接続します。
② Tap “Tachikawa_City_Free_Wi-Fi01” from the list
   of available networks to establish a connection.

④ 「インターネットに接続する」をタップ
④ Tap “Connect to the Internet.”

①「メールアドレスを
    登録する」をタップ
①Tap “Register
   with an email 
   address”.　

②メールアドレスを入力し、
   利用上の注意事項等に同意
②Enter an email address
   and agree to the 
   instructions for use.

■メールアドレスで
   登録する場合

If you are registering
with an email address
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③メールアドレス登録後、
   本登録メールを受信し
   本登録完了
③After registering the email 
   address, you will receive a 
   registration email to complete
   the registration. 

It's connected to
the internet.

インターネットへ

It's connected to
the internet.

インターネットへ

接続完了！
Now, you are 
connected!

①普段ご利用の
   SNSをタップ
①Tap the SNS 
   you normally use.

②各SNSの認証画面
   からログイン
②Login from the
   verification page
   of the SNS.

■SNSで
   登録する場合

If you are registering 
with an SNS account

Tap!

自
動
表
示

Tap!

●●●●

●●●●

Tap!

SSID : Tachikawa_City_Free_Wi-FiSSID : Tachikawa_City_Free_Wi-Fi

施設内Wi-Fiスポットでの接続方法 SSID : Tachikawa_City_Free_Wi-Fi01SSID : Tachikawa_City_Free_Wi-Fi01

Tachikawa City Free Wi-Fi01 アクセスポイント
①伊勢丹立川店
   ISETAN Tachikawa store
   東京都立川市曙町2-5-1　
　☎042-525-1111

⑤シネマカフェ・ピッツェリア・バール
   CinemaCafe PIZZERIA BAR
   東京都立川市曙町2-42-26　
　☎042-595-9959

②ドコモショップ立川店
   docomo tachikawa
   東京都立川市曙町1-31-2
　 遠藤創進ビル1F　　
　☎0120-510-608　

⑥立川商工会議所
    The Tachikawa Chamber of Commerce and Industry
   東京都立川市曙町2-38-5
　立川ビジネスセンタービル12階　　
　☎042-527-2700

③パークアベニュー
   Park Avenue
   東京都立川市曙町2-42-1
　☎042-548-8811

⑦コトブキヤ　立川本店
   Kotobukiya Tachikawa  Main Store
   東京都立川市緑町4-5 壽屋ビル
　☎042-522-3500

④シネマ・ワン
   Cinema one
   東京都立川市曙町2-8-5　
　☎042-525-1237

⑧立川ワシントンホテル
   Tachikawa Washington Hotel 
   東京都立川市柴崎町3-7-16
　☎042-548-4111

⑨立川髙島屋S.C.
   Takashimaya Tachikawa Shopping Center
   東京都立川市曙町2-39-3
　☎042-525-2111

⑩創菜旬館　錦
   Nishiki
   東京都立川市錦町2-1-3　
　 ＩＣＨＩＧＯ・Ｍ２ビル４階
　☎042-529-0141

⑪アレアレア２
   AREAREA2
   東京都立川市柴崎町3-6-29
　☎042-521-7111

Wi-Fiスポット拡大中！！
ご興味ある方は立川商工会議所まで。


