2019 年 10 月 29 日
東日本旅客鉄道株式会社

新幹線・中央線特急列車車内で無料公衆無線 LAN を活用した
コンテンツ配信サービスの実証実験（第２弾）を実施します
○ グループ経営ビジョン「変革 2027」において輸送サービスを質的に変革することを掲げています。
○ お客さまに移動中の時間を楽しく過ごしていただくために、車内で書籍・漫画・雑誌・動画などさま
ノ リ コ ン

ざまなコンテンツを無料でご利用いただけるサービス「noricon」の実証実験の第２弾を 2019 年 10 月
31 日より開始します。
○ 今回の実証実験では前回よりご利用方法を簡略化し、さらにコンテンツを充実させ、本導入に向けた
検証を進めていきます。
１

実証実験の概要について

（１）配信サービス名
「noricon（ノリコン）
」※商標登録出願中
（２）概要
無料公衆無線 LAN サービス「JR-EAST FREE Wi-Fi」を用いて、書籍・漫画・雑誌・動画などの
さまざまなコンテンツを無料で配信します。
配信コンテンツ例
ブックパス

Rakuten TV、
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月刊ザテレビ
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LDK(晋遊舎)
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(角川春樹
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GetNavi
(学研プラス)

🄫🄫古賀慶/NSP
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🄫🄫小森みっこ
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🄫🄫JTB パブリッシング
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書籍・雑誌・動画

動画

動画

楽天グループ

㈱フジテレビジョン

JR 東日本

🄫🄫小川彌生／講談社🄫🄫2016
「きみはペット」製作委員会

🄫🄫週刊ベース 🄫🄫僕だけがいな
ボール(ベース い街(1)/三部
ボール・マガ けい/KADOKAWA
ジン社)

🄫🄫Ludorum／フジテレビ

🄫🄫宮脇明子／集英社
フジテレビ

※ 楽天 Kobo や東北楽天ゴールデン
イーグルスのコンテンツも提供予定。

（３）期間・日数
2019 年 10 月 31 日（木）～2020 年 3 月 2 日（月） 123 日間

🄫🄫PJ-S・J/S・TBS

🄫🄫東映・東映アニメーショ
ン・バンダイ・読売広告社
🄫🄫東映アニメーション

（４）対象車両
JR 東日本の新幹線・中央線特急列車のうち、
「JR-EAST FREE Wi-Fi」を提供している車両
※ 「JR-EAST FREE Wi-Fi」のご利用が可能な車両には、車内にステッカーを貼付
しております。

（５）ご利用いただける区間

「JR-EAST FREE Wi-Fi」
ステッカー

「JR-EAST FREE Wi-Fi」をご利用可能な区間でお使いいただけます。具体的には以下の区間でご
利用可能です。


東北・北海道新幹線：東京～新函館北斗



山形新幹線：東京～新庄



秋田新幹線：東京～秋田



上越新幹線：東京～新潟



北陸新幹線：東京～金沢



中央線特急：千葉・東京・新宿～甲府・松本・南小谷
（富士回遊：新宿～河口湖、おうめ：東京～青梅含む）

※

携帯電話の電波を使用したサービスとなるため、一部トンネル内や山間部ではご利用いただけ
ないことがあります。

２

ご利用方法について（別紙参照）
「JR-EAST FREE Wi-Fi」に接続すると、自動で「noricon」に遷移します。

３

今後の展開について
本実証実験の結果をもとに、サービスの本導入について検討していきます。

４

その他


本実証実験の内容については、予告なく変更となる場合があります。



記載されている会社名及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

（参考）
「JR-EAST FREE Wi-Fi」について
「JR-EAST FREE Wi-Fi」は JR 東日本が提供する無料公衆無線 LAN サービスです。


SSID は「JR-EAST_FREE_Wi-Fi」です。



ご利用にはメールアドレスの登録が必要です。



1 日に何回でもご利用いただけます。

別紙

※画像はすべてイメージです
※「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

【ご利用方法】

①端末の Wi-Fi 設定画面で、

②画面の指示に従って

「JR-EAST_FREE_Wi-Fi」を選択して

「JR-EAST FREE Wi-Fi」に接続

ください。

してください。

③接続完了時、
「noricon」に自動で遷移します。

自動で遷移しない場合、以下の方法で接続してください。
(1)車内備付けのリーフレット記載の QR コードを読み取る
(2)JR-EAST FREE Wi-Fi 接続完了メールの URL をクリック

QR
コード

メール

ご利用方法の詳細につきましては、
車内備付けのリーフレットまたは noricon ホームページ(https://www.jreast.co.jp/noricon)
をご参照ください。

リーフレット（イメージ）

参考

【コンテンツ配信第 1 弾からの変更点】
項目

コンテンツ提供者

第１弾
3 社…㈱NTT ドコモ、KDDI㈱、JR 東日本

第２弾
左記に加えて以下の 2 社が新規追加
楽天グループ、㈱フジテレビジョン

期間
対象区間

ご利用方法

約２ヵ月

約４ヵ月

2019 年 1 月 21 日（月）～2019 年 3 月 28 日（木）

2019 年 10 月 31 日（木）～2020 年 3 月 2 日（月）

東北・北海道新幹線：東京～新函館北斗

左記区間に加えて、以下の区間を追加

秋田新幹線：東京～秋田

山形新幹線：東京～新庄

上越新幹線：東京～新潟

中央線特急：千葉・東京・新宿～甲府・松本・南小谷

北陸新幹線：東京～金沢

（富士回遊：新宿～河口湖、おうめ：東京～青梅含む）

「JR-EAST FREE Wi-Fi」に接続後、以下のいずれかの方

「JR-EAST FREE Wi-Fi」に接続すると、自動で

法でアクセス

「noricon」に遷移

・

「インターネットに接続されました」という表示画 ※ 自動で遷移しない場合は「別紙【ご利用方法】」参照
面で「noricon」のバナーをタップする

・

車内備え付けのリーフレットに印刷されている QR コ
ードを読み取る

「JR-EAST FRRE Wi-Fi」接続完了後の

１画面で日本語、英語、中国語、

各言語毎に異なる

画面イメージ

韓国語に対応

画面を表示
※ インバウンド向けに
英語での動画配信も
実施。
※ 画面はすべてイメー
ジです。

日本語

英語

