
SttEPl

I ios iPhone/iPodtouch/iPad

日Android

・・      ⊂D‐ ①「設定」をタップしま丸
1   9apon“ settings"

ネットワークを選択 _           1

31哺_Fo W・日  ,ぼ)l②「Wi― F日をタップし、オンにします。

CATV      O,11■   OTap On ttWi‐ Fi"and turn th`funcion on,

splash_ox    ●0.③ _覧から「Ehime_Free_Wi― F嗜 を選択しま丸
その他...          l  cて

h。。se・Ehime FreettWi‐ 日"from the mst.

EWindows
0)画面右下のネットワークアイコン|□ を
クリックします。

()Ciick the net″ orkicon atthe:owerright ofthe screen.

②ネットワークー覧から「Ehime Free_Wi― Fi」 を
選択しま丸

②Choose・ Ehime_FreL ‐ヽFr from thelに t ofnetworks.

□ Ma⊂OSX
①画面右上Wi―Fiアイコン匠ヨから
「Wi― Fiを入にする」を選択しま丸

①From the Wi‐Flicon on the upper‖ ght ofthe screen′

select Turn Ml― F:On“ .

②ネットワークー覧から「Ehime_Free_Wi‐ FI」 を
選択しま丸
②Choose・ Ehime Free Wi‐ 日・fЮm the“ st ofnetworks.

STEP2

ブラウザを起動し、Webサイトを開きま丸
※どのサイトを開いても構いません。

Start up the Intemet brourser and open a website. XYou may opcn any ilte.

[ポータル画面]Porta:Scにen

言語を選択しま丸

A porta!screen L d`p:ayed.
The language ofuse ls chosen.

内容に同意後
「セキュリティレベルに
ついて聯 しました。」を
選択しま丸

口  [利用規約]TemsofSeMce

隋 蝠 魃

…

内容に同意後、
「上言己利用規約を読み
同意しました。」を
選択しま丸

Terrns orsenace wi‖ be displayed.

Read terms oFseMce and choose
・:have read and iagree to

the above Terms ofuse..

[セキュリティポリシー]The Secunり Pdicy

“
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STEP3

[ロ グイン]鋼gn h

メールアドレスを入力
Enteryour ema‖ address.

送信ボタンを押します
Push send button.

tl - tvTnt 4 7l stgntn with email

仮登録完了画面

Pre‐registraJon for Ehime Free WiFHs compieted.

… …

ι唸し,
した

●●t唸凛

“

たヽメールフカウントに●●●●7
メール●■●いたしており3,.

メー

"嗜
■●し、メー■― ●リンクベーツに

てホ彙●●●●Ltttし

'す

.

3へ ●●●IJ“ 分■●ttt離すと●●●●

囀摯さお拿●.

仮登録メールを受信したら、

本文中のリンクページを選択してください
(なお′メール送信後30分を経過すると仮登録が削除されます)

VVhen you receive the notincatiOn ema‖ ′register
through the‖ nkin the message.The Pre‐ registra‐

Jon w‖ ibe automat:ca‖ y deleted ln 30 m:nutes.

E勧
"●

F― 日
-7メ

ール  ▼

この■は、C― F― lFIにお中し込凛 0ま
して

“

にありがとうこざい
=す

。

アカウント1つてすべてのCoう■,

メールアドレスまたは■鮨番号

それで0イ ンターネット●●●おましみ下さもヽ

↑
Eh:「lPFree
Wi口Fl

sign in with SNS

アカウントをお持ちの
SNSを選択します
Sign in through SNS account

tap the button ofSNS you are using

(Facebooに TwitteL Goog:e or LlNE).

固い
SNSで ログインISり n h WthSNS

各国グイン画面からアカウントとパスワードを入力しログインします
Type■ n:D&Password5 0n the:o9■ n page to activate your account.

口

冊

日

¨
ご●Aは電認0ため、下記●RIへ 0分以内にア
クセスじアカウントの本登録を,ア させて下さ
しヽ

。当メール建僣■.0を 目過しますと、セキュ
リティ保持0ため有効期限切れとなります.

接続完了 !

ご自由にインターネットをお楽しみください。

Connection comp:ete.

P:ease fee:fた e to enloyyOur:nternet connα■ion for browsing.

接続機器で受信

IEhim Fい
"Wト

ロにアカウントの

1利用を杵可しますか?

1長
'い

°・・
'知

ら


