
「続ける」を選択します
 ⇒　へ

「URL にアクセスする
（安全ではありません）」を
選択します⇒　 へ

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

[メールでログイン]

仮登録完了画面

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）

Start up the Internet browser and open a website.  
※You may open any site. 

[ポータル画面]  

A portal screen is displayed. 
The language of use is chosen. 

[利用規約] Terms of Service

Terms of service will be displayed.  
Read terms of service and choose 
"I have read and I agree to 
the above Terms of Use.". 

１

１

１

２ ２

２
２

２

３

接続完了！
ご自由にインターネットをお楽しみください。

Android
iOS iPhone/iPod touch/iPad ①「設定」をタップします。

①Tap on "Settings"

②「Wi-Fi」をタップし、オンにします。
②Tap on "Wi-Fi" and turn this function on.

③一覧から「Ehime_Free_Wi-Fi」を選択します。
③Choose "Ehime_Free_Wi-Fi" from the list.

Windows MacOSＸ
①画面右下のネットワークアイコン　　を
　クリックします。
①Click the network icon at the lower right of the screen.

②ネットワーク一覧から「Ehime_Free_Wi-Fi」を
　選択します。

②ネットワーク一覧から「Ehime_Free_Wi-Fi」を
　選択します。

②Choose "Ehime_Free_Wi-Fi" from the list of networks. ②Choose "Ehime_Free_Wi-Fi" from the list of networks.

①画面右上Wi-Fiアイコン　   から
　「Wi-Fiを入にする」を選択します。
①From the Wi-Fi icon on the upper right of the screen, 
　select "Turn Wi-Fi On".

各端末のWi-Fi設定手順STEP1

STEP2

Wi-Fi settings for various types of terminals

のご利用方法
How to use Ehime_Free_Wi-Fi

STEP3 Ehime_Free_Wi-Fiのご利用方法 How to use Ehime_Free_Wi-Fi

内容に同意後、
「上記利用規約を読み
同意しました。」を
選択します。

Sign in

言語を選択します。

Portal Screen

５ [ログイン]

接続機器で受信可能な
メールアドレスを入力

アカウントをお持ちの
SNSを選択します

６ [ＳＮＳでログイン]６ Sign in with SNS

７

Sign in with email

Sign in with email Sign in with SNS

Sign in through SNS account, 
tap the button of SNS you are using
 (Facebook, Twitter, Google or LINE).

Enter your email address. 

Push send button.

STEP3へ続く

メールでログイン SNSでログイン

送信ボタンを押します

When you receive the notification email, register 
through the link in the message. The Pre-registra-
tion will be automatically deleted in 30 minutes.

Pre-registration for Ehime Free WiFi is completed. Type-in ID & Passwords on the log-in page to activate your account.

各ロ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

Connection complete. 
Please feel free to enjoy your Internet connection for browsing.

内容に同意後、
「セキュリティレベルに
ついて理解しました。」を
選択します。

４ [セキュリティポリシー] The Security Policy

The security policy will be displayed. 
Read the security policy and choose 
"I have understood the security level
of the service".

メールアドレスまたは電話番号

Go to STEP3.

◆Android ◆iOS

「詳細設定」を選択します

サイトのURL
サイトのURL

サイトのURL

When the description “Your connection is not private” appears after       .

Select “ADVANCED”

Select “PROCEED TO URL
 (UNSAFE)”⇒Go to 　.

Select “Continue” 
⇒Go to　.

When the description
 “Cannot verify the Server Identity” 
appears after       .

（えひめFree Wi-Fi に限らず）フリーWi-Fi に接続しようとした際に、
以下のようなメッセージが出る場合があります。これは認証のシステムと
ご利用のブラウザの組み合わせによるもので安全性に問題があるわけでは
ありません。
こうした表示が出た場合は、以下の手順で問題なくご使用いただけます。
When you try to connect Free WiFi (regardless of any kinds of Free WiFi), the following 
message might pop up. It is caused by the verifying system and the combination of 
browser you use. There is no problem in terms of safety. In case such descriptions appear,
 you can use it safely with the following procedure.


