Look for this mark.
Service is available in areas near the mark.
该图标为无线网络的标示。
可在该标示附近使用无线网络。
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넩ꍽ먡鱉뼩鲮덵꾢냹븑겑뼞鱽鲙
ꍽ먡閵넽鱉隨늱ꙵ꾅넩끞뼍겙ꯍ넽걪鱽鲙
このマークが目印です。
マークのある周辺でご利用いただけます。

Security and other notes:
Security of Wireless LAN

How to Use
使用说明
ՠΈݤ۸
넩끞껽驩

To make it easy for everybody to use this free service, no security applications such as
WEP need to be preconﬁgured before connecting to the wireless LAN terminal.
If you wish to add security to your connection, we recommend using a high-security
VPN (Virtual Private Network) or other fee-based public wireless LAN service that meets
your requirements.
为方便您使用本服务，未启用需提前设定无线局域网终端的WEP等安全程序。
如需使用更安全的通信，建议您使用高安全性的VPN（虚拟私人网络）或公共无线局域网收
费服务。
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本サービスは皆様に簡単にご利用いただけるよう、無線LAN端末への事前設定が必

ご利用ガイド
ご

要となるWEP等のセキュリティは使用しておりません。
セキュリティを必要とする通信をされる場合には、セキュリティの高いVPN（バーチャ
ルプライベートネットワーク）や有料公衆無線LANサービスをご利用になる事をお勧
めいたします。
※Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.
※Microsoft, Windows, and the logo of Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in
the U.S. and other countries.
※Mac OS X, SAFARI, iPhone, iPad, and iPod touch are registered trademarks of Apple Inc. in the
U.S. and other countries.
※Android is a registered trademark of Google Inc.
※Xperia is a commercial logo or registered trademark of Sony Mobile Communications Inc.
※Other names, including product names, are registered trademarks or commercial logos of the
relevant makers.
※The marks ™ and Ⓡ are not used to indicate registered trademarks or commercial logos of the
maker.
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About
JR-EAST FREE Wi-Fi

Wireless LAN Configuration:
Basic Information

・Internet is available free of charge.
・Please enter your e-mail address on the entry page.
・Service can be used for up to three hours per entry.
・You may use the service again after re-entry.

1

请选择SSID “JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi”
ɐ˛Ո55+&뺸,4'#56A(4''A9K(K뺹
뼶

·可免费使用无线互联网。
·请在登录页面输入邮箱地址。
·每次使用限时最长3小时。
·可多次登录使用。

SSID “JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi”ꌱ몒뼩늱겢겑꿙
SSID「JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi」
を選択してください。

・Ļы͘Ęȃ뼶
・ݯǏӽɌѭǚӽԊǖŔɫŞɨ뼶
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・無料でインターネットがご利用いただけます。
・エントリーページにて、
メールアドレスをご登録いただく必要があります。
・1回あたりのご利用は3時間までとなっております。
・再エントリーいただければ何回でもご利用いただけます。
●可使用场所

●ͅՠΈϚᓮ

Activate your browser and follow the instructions on the screen to
connect to the Internet. For the ﬁrst time only, you are required to
register your e-mail address.
请开启浏览器并按画面提示连接。
首次使用需输入邮箱地址。

・ꓩꊁꈑ넭뫥髬냹넩끞뼍겙ꯍ넽걪鱽鲙
・麦ꈒ뵍넩덵꾅넩ꐉ넱늱ꭁ麦ꈒ넩뻹끉뼞鱽鲙
・쁁鲮겑閹頁덵넩끞閵鱚뼞鱽鲙
・鲙겑麦ꈒ뼍ꐩꐼ넩ꄱ鵹넩끞뼍겙ꯍ넽걪鱽鲙

●Available locations

Select SSID “JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi”

ꟁꄱ끥놵ꌱ겙뼾뼍꾡쀉ꐩ넍덵겑꾅黥ꄱ뇆ꭂ뼩늱겢겑꿙
뙠쁁꾅ꎁ넩ꐉ넱늱ꭁ넍麦ꈒ넩뻹끉뼞鱽鲙
ブラウザを起動し、
画面の指示に従って接続してください。
初回のみメールアドレスの登録が必要となります。

●이용 가능한 곳

・Several JR East Japan and Tokyo Monorail stations
・JR EAST Travel Service Center
・On board the Narita Express
・On board certain JR East Japan Shinkansen trains

※To access this service you will need to set your device to automatically acquire the
serviceʼs IP and DNS server addresses.
If your device has previously set ID and DNS server addresses, it is recommended
that you make a note of these to restore your settings later.

·JR东日本、东京单轨电车的部分车站
·JR东日本旅行服务中心
·成田特快车内
·JR东日本部分新干线车内

※使用本服务需设定自动获取IP地址和DNS服务器地址。如已设定IP地址和DNS服务器
地址，
建议您记下设定内容。
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・-5鶎넱ꚭ鵹륹ꑝ鬭ꆽ넱넍넱ꜵ꾢
・-5鶎넱ꚭ꾡뼾ꟹ걙꫱뫥
・驍ꍡ멵넪걙뺹ꆽ걙뗝驩
・-5鶎넱ꚭ넍넱ꜵ겕렭꫱뗝驩
・JR東日本・東京モノレールの一部の駅
・JR EAST Travel Service Center
・成田エクスプレス車内
・JR東日本の一部の新幹線車内

JR EAST Travel Service Center
Tokyo / Shinjuku / Ikebukuro
Haneda Airport International Terminal (Tokyo Monorail)
Narita Airport Terminal 1 / Narita Airport Terminal 2
Overseas visitors can exchange for
"JAPAN RAIL PASS" and purchase or
exchange for "JR EAST PASS" here. JR
transportation and tourist information
are also available.
JR东日本旅行服务中心为到访日本的各国人
士兑换“日本铁路周游券”，兑换和销售“JR东
日本通票”，并提供以日本铁路为中心的各种
交通及观光信息。

Narita Airport Terminal 1
ĦĖūǕĀʄʋӃϢ͎ࣂ뺸ūǕ۾ɢ̠ʹ൲뺹Ā൨Җ뼵
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뼩뀭꾅넱ꚭ냹ꗞꓭ뼑ꭅ鲍麙냹낹뼩ಯ-$3$15$,/3$66ರ넍霅쀍隱ಯ-5($67
3$66ರ넍霅쀍ꗄꗑꎙ-5냹닆겡냱ꈑ뼑霅뭪뇊ꚩ꿵隵集뇊ꚩ麦냹껽驩뼍鱉
겑넺鱽鲙
海外から日本を訪れたお客さま向けに「JAPAN RAIL PASS」の引換えや「JR EAST PASS」の引
換え・発売、JRを中心とする交通情報・観光情報のご案内などを行う施設です。

Please check the website for details.
English http://www.jreast.co.jp/e/customer_support/index.html

※本サービスをご利用いただくには、IPアドレス･DNSサーバーアドレスは自動的に取得
する設定が必要です。既にIPアドレス･DNSサーバーアドレスに設定がされている場合
は、設定を書き留めておくことをお勧めします。

For inquiries and information,
please call 050 2016 1603 “JR East InfoLine”
Hours of Operation
10:00 to 18:00, every day of the year except during
the year-end / new year holidays
JR East InfoLine provides fares, timetables, lost property,
and other information.
欲知更多详情
请致电050 2016 1603“JR东日本电话服务”
服务时间
每天10:00至18:00
（除年末及年初的节假日之外）
JR东日本电话服务提供票价、时间表、失物招领等信息。
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상세 문의 및 정보는
“JR 동일본 전화 서비스”050 2016 1603
운영시간 안내
ꎙ넱ꜵ뫥頁덵 꾥ꎅ꾥겑뇑뀭
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Wi-Fi Setting
For Android

For Windows 7

1

Go from “Settings” → “Wireless and network” → “Wi-Fi” and
switch it from “OFF” to “ON.”

1

“设置”
→“无线和网络”→“Wi-Fi”→将“OFF”设定为“ON”
。
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ネットワークアイコン→「JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi」→「接続」をクリック
します。

「設定」→「無線とネットワーク」→「Wi-Fi」→「OFF」
を
「ON」にします。
A list of Wi-Fi networks will be displayed. Please select
“JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi” →A popup message will be displayed.
Tap “Connect.”

网络图标→
“JR-EAST_FREE_Wi-Fi”
→单击“连接”。
ŽϪȃɢKEQP샆뺸,4'#56A(4''A9K(K뺹샆뺸Ψˈ뺹뼶
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2

Click Network icon → “JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi” → “Connect”

2

Activate Internet Explorer or other browser to display the initial
screen. Follow the instructions on the screen.
启动IE等浏览器即显示初始画面，
请按画面提示操作。

将会显示Wi-Fi网络一览，
请选择“JR-EAST_FREE_Wi-Fi”
→
点击弹出的消息。

ŧ+'ǅחق،ϔĚ׃Ф҆˧حǚ뼷ɐ֘҆ǚϱФ߽ǟ뼶
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넭뫥髬넪걙뻁ꈑꆡ麦넍ꟁꄱ끥놵ꌱ겙뼾뼍꾡뚽韥쀉ꐩ넩
븑겑鷍ꐩ쀉ꐩ넍껽驩꾅黥ꄱ덹뼾뼍꾡늱겢겑꿙
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インターネットエクスプローラ等のブラウザを起動すると初期画面が
表示されますので、画面の案内に従ってください。

Wi-Fiネットワーク一覧が表示されるので、
「JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi」
を選択→ポップアップメッセージが表示されるためタップします。

3

The initial screen will display automatically. Follow the
instructions on the screen.
※This process may diﬀer based on the device used.
自动显示初始画面，
请按画面提示操作。
※操作内容可能因终端设备而异。
҆˧حǚțĚĢƘ׃Ф뼷ɐ֘҆ǚϱФ߽ǟ뼶
샅ȁ˅ăǜ̒ٝ뼷߽ǟʮ̗țĈǨăǜ뼶
녅鶎냱ꈑ뚽韥쀉ꐩ넩븑겑鷍ꐩ쀉ꐩ넍껽驩꾅黥ꄱ덹뼾뼍꾡
늱겢겑꿙
ೈ鲝ꎅ韥꾅黥ꄱ눥녆넩鲙ꌱꯍ鵹넽걪鱽鲙
自動的に初期画面が表示されますので、画面の案内に従ってく
ださい。 ※端末によっては操作が異なる場合がございます。

User Entry Page / 用户登录页面 / ̹ů͠ӽɌѭǚ /
넩끞녅麦ꈒ뵍넩덵 / ユーザエントリーページ

For Windows 8

1

Click “Settings” → “Wireless” → “Available”.
点击“设置”→“无线LAN”
→“可以使用”。
ŽϪ뺸Ѵǭ뺹샆뺸ƃϟȃɢ뺹샆뺸Ļ̹ů뺹뼶

User Entry Page / 用户登录页面 / ̹ů͠ӽɌѭǚ /
넩끞녅麦ꈒ뵍넩덵 / ユーザエントリーページ

ಯ뇊 ರൺ ಯꓩ/$1 ರൺ ಯ넩끞閵鱚 ರ냹먩ꍢ뼞鱽鲙
「設定」
→「無線LAN」→「利用可能」
をクリックします。

For iPhone / iPod touch / iPad

2

Go from “Settings” → “Wi-Fi” → and switch it from “OFF” to “ON.”

븑겑鷑髙뱭낁먡ꑞꈒ꾅ಯ-5($67B)5((B:L)Lರ ꌱ몒뼞鱽鲙
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表示されたネットワークの一覧から
「JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi」
を選択し
ます。

ಯ뇊 ರൺಯ :L)L ರൺ ಯ2))ರ 냹ಯ21ರ냱ꈑ뼞鱽鲙
「設定」
→「Wi-Fi」→「オフ」
を
「オン」にします。

2

3

Activate Internet Explorer or other browser to display the initial
screen. Follow the instructions on the screen.

显示无线网络一览，
选择“JR-EAST_FREE_Wi-Fi”
。

启动IE等浏览器即显示初始画面，
请按画面提示操作。
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넭뫥髬넪걙뻁ꈑꆡ麦넍ꟁꄱ끥놵ꌱ겙뼾뼍꾡뚽韥쀉ꐩ넩
븑겑鷍ꐩ쀉ꐩ넍껽驩꾅黥ꄱ덹뼾뼍꾡늱겢겑꿙

ワイヤレスネットワーク一覧が表示されるので
「JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi」を選択します。

3

从显示的网络一览中选择
“JR-EAST_FREE_Wi-Fi”
。
ύ׃ФĀȃɢʓ˲˛Ո뺸,4'#56A(4''A9K(K뺹뼶

1 “设置”→“Wi-Fi”→将“OFF”设定为“ON”。

Select “JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi” from the list of wireless networks.

Select “JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi” from the displayed list of networks.

Safari or another browser will start automatically to display the
initial screen. Follow the instructions on the screen.
Safari等浏览器将自动启动，
并显示初始画面，请按画面提示操作。
5CHCTKǅחق،țĚĢƘŧթ׃Ф҆˧حǚ뼷ɐ֘҆ǚϱФ߽ǟ뼶

インターネットエクスプローラ等のブラウザを起動すると初期画面が
表示されますので、画面の案内に従ってください。

User Entry Page / 用户登录页面 / ̹ů͠ӽɌѭǚ /
넩끞녅麦ꈒ뵍넩덵 / ユーザエントリーページ

녅鶎냱ꈑ6DIDUL麦넍ꟁꄱ끥놵閵겙뼾鷍꽩뚽韥쀉ꐩ넩븑겑鷍ꐩ
쀉ꐩ넍껽驩꾅黥ꄱ덹뼾뼍꾡늱겢겑꿙
自動的にsafari等のブラウザが起動され、初期画面が表示されます
ので、画面の案内に従ってください。

User Entry Page / 用户登录页面 / ̹ů͠ӽɌѭǚ /
넩끞녅麦ꈒ뵍넩덵 / ユーザエントリーページ

For Windows 10

1

Click the network icon.
点击网络图标。
ŽϪȃɢKEQP뼶
髙뱭낁먡껹넩뤍냹먩ꍢ

For macOS

ネットワークアイコンをクリック。

1

Go from “Wi-Fi” menu → select “Turn ON Wi-Fi” → select
“JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi” from the list of networks.

2

“Wi-Fi”菜单→选择“打开 Wi-Fi”→从显示的无线网络一览中选择
“JR-EAST_FREE_Wi-Fi”
。

在显示出的网络一览中选择
“JR-EAST_FREE_Wi-Fi”
→点击「连接」。
Ģ׃ФĀȃɢʓ˲ġ˛Ո뺸,4'#56A(4''A9K(K뺹샆ŽϪ뺸Ψˈ뺹
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表示されたネットワークの一覧から
「JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi」
を選択→
「接続」
をクリックします。

「Wi-Fi」
メニュー→「Wi-Fiを入にする」
を選択→表示されたネットワー
クの一覧から
「JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi」
を選択します。

2

Safari or another browser will start automatically to display the
initial screen. Follow the instructions on the screen.
Safari等浏览器将自动启动，
并显示初始画面，请按画面提示操作。

Select “JR-EAST̲FREE̲Wi-Fi” from the list of networks displayed →
Click “Connect.”

3

Activate Internet Explorer or other browser to display the initial
screen. Follow the instructions on the screen.
启动IE等浏览器即显示初始画面，
请按画面提示操作。
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自動的にsafari等のブラウザが起動され、初期画面が表示されます
ので、画面の案内に従ってください。

インターネットエクスプローラ等のブラウザを起動すると初期画面が
表示されますので、画面の案内に従ってください。
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JR-EAST FREE Wi-Fi
提供车站列表
（截至 2022 年 7 月 1 日）
成田机场

轻井泽

机场第 2 大楼

长野

羽田机场第 3 大楼

小山

东京

宇都宫

新桥

那须盐原

滨松町

郡山

品川

福岛

大崎

会津若松

涩谷

喜多方

新宿

仙台

池袋

高畠

上野

山形

秋叶原

大石田

船桥

古川

成田

一之关

海滨幕张

北上

立川

盛冈

大月

岩手沼宮内

石和温泉

新青森

甲府

青森

川崎

弘前

横滨

角馆

新横滨

秋田

石川町

越后汤泽

小田原

浦佐

镰仓

长冈

大宫

新泻

川越

柏

熊谷

胜田

本庄早稻田

水户

高崎

松本

安中榛名

长野原草津口

