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「設定」→「無線とネットワーク」→「Wi-Fi」→「OFF」を「ON」にします。

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

“设置”→“无线和网络”→“Wi-Fi”→将“OFF”设定为“ON”。

Wi-Fiネットワーク一覧が表示されるので、「JR-EAST_FREE_Wi-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。

A list of Wi-Fi networks will be displayed. Please select 
“JR-EAST_FREE_Wi-Fi” →A popup message will be displayed. 
Tap “Connect.”

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。

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。

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。
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「設定」→「Wi-Fi」→「オフ」を「オン」にします。

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

“设置”→“Wi-Fi” →将“OFF”设定为“ON”。

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

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

显示无线网络一览，选择“JR-EAST_FREE_Wi-Fi”。
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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。

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。
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For Windows 10

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

在显示出的网络一览中选择“JR-EAST_FREE_Wi-Fi”→点击「连接」。

表示されたネットワークの一覧から「JR-EAST_FREE_Wi-Fi」を選択→
「接続」をクリックします。

For Windows 8

Click “Settings” → “Wireless” → “Available”.

点击“设置”→“无线LAN”→“可以使用”。

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。

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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表示されたネットワークの一覧から「JR-EAST_FREE_Wi-Fi」を選択し
ます。

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

从显示的网络一览中选择“JR-EAST_FREE_Wi-Fi”。
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「設定」→「無線LAN」→「利用可能」をクリックします。

For Windows 7

ネットワークアイコン→「JR-EAST_FREE_Wi-Fi」→「接続」をクリック
します。

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

网络图标→“JR-EAST_FREE_Wi-Fi”→单击“连接”。

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。

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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Click the network icon.

点击网络图标。

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。

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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ネットワークアイコンをクリック。
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For macOS

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

“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”。
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「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-EAST_FREE_Wi-Fi」を選択します。
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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。

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。


