
SSID: Yoshino_Free_Wi-Fi

ご利用方法は裏面をご覧下さい。 Please see the back for detailed instructions on how to use this service.

吉野朝宮跡

吉野山ふるさとセンター P

バス亭

花矢倉展望台

バス亭

無料でつかえます
このエリアで
無料でつかえます
このエリアで

お手持ちのWi-Fi対応の端末で
どなたでも1回20分（1日10回）ご利用できます。

This service can be used on all Wi-Fi compatible devices for a period of 20 minutes,
10 times per day (1 time = 20 minutes of Wi-Fi use)

Wi-Fiが利用できる場所  Wi-Fi hotspots in the area

近鉄吉野駅前広場
 In front of Kintetsu Yoshino Station

1

ロープウェイ吉野山駅前
 In front of the Yoshinoyama ropeway station

3

吉野山観光駐車場
Yoshinoyama Tourist Parking Area

2

金峯山寺仁王門前

5

 Nio-mon Gate
金峯山寺銅の鳥居

4

 Kane-no-torii Gate

如意輪寺吉野水分神社前
In front Yoshino Mikumari-jinja Shrine

11

金峯山寺 蔵王堂
 Zao-do Hall

6

勝手神社前

8

吉水神社境内

7

Inside Yoshimizu-jinja Shrine
小山神社拝殿

10 9

In front of Katte-jinja Shrine Nyorin-ji TempleKoyama-jinja Shrine

①近鉄吉野駅前広場
 In front of Kintetsu Yoshino Station

⑩小山神社拝殿
Koyama-jinja Shrine

⑦吉水神社境内
 Inside Yoshimizu-jinja Shrine

④金峯山寺銅の鳥居
Kane-no-torii Gate

⑥金峯山寺蔵王堂
 Zao-do Hall

⑨如意輪寺
 Nyorin-ji Temple

⑧勝手神社前
  In front of Katte-jinja Shrine

③ロープウェイ吉野山駅前
 In front of the Yoshinoyama ropeway station

②吉野山観光駐車場
 Yoshinoyama Tourist Parking Area

⑪吉野水分神社前
In front Yoshino Mikumari-jinja Shrine

⑤金峯山寺仁王門前
Nio-mon Gate

Free Wi-Fi service available in this area



無料Wi-Fi の接続方法 How to Use

「Sign in with Facebook」　　をクリック。

For authentication using an email address:
メールアドレス認証の場合

「メールアドレスで登録する」をクリック。

各端末のWi-Fi ネットワーク画面からSSID
「Yoshino_Free_Wi-Fi」を選択。TOP画面に戻り、
ブラウザーを起動します。

Select the SSID "Yoshino_Free_Wi-Fi" from 
your device's Wi-Fi network screen. Return to 
the main screen and launch your browser.

メールソフトを立ち上げ、返信メール「無料インター
ネット接続登録認証メール」を開き、メール内の
URLをクリック。

Start your email client, open the email with the 
subject line "Authentication Email for Free 
Internet Use Registration" and click on the URL 
inside the email.

メールアドレスを入力します。利用規約を確認の上
「利用規約に同意する」にチェックして「確認」を
クリック。

※ドメイン指定受信をされている場合は、事前に
「＠wifi-cloud.jp」からのメールを受け取れるよ
うに設定をお願いします。

Enter your email address. After confirming the 
terms of use, check "I agree to the terms of use" 
and click "Confirm." * If you set the domain 
designated reception, make sure that your email 
filters permit receiving email from ＠wifi-cloud.jp.

「仮登録完了」画面が表示されます。
※ここから 10分間のみインターネット接続ができ
ます。

The "Preliminary Registration Complete" screen 
will be shown.*You can now use the internet for 
10 minutes.

無線 LANセキュリティの内容を確認したら「確認」
をクリック。

Click "Connect to Internet."

「インターネットに接続する」をクリック。

Click "Connect to Internet."

「インターネットに接続する」をクリック。

Click "Register Using an Email Address."

「インターネットに接続されました。」画面が表示さ
れればご利用スタート！

If a screen saying "Connected to the Internet." 
appears, you can now freely use the internet!

「インターネットに接続されました。」画面が表示さ
れればご利用スタート！

If a screen saying "Connected to the Internet." 
appears, you can now freely use the internet!

Read the wi-fi security information and click 
"Confirm."

各端末のWi-Fi ネットワーク画面からSSID
「Yoshino_Free_Wi-Fi」を選択。TOP画面に戻り、
ブラウザーを起動します。

「無線 LAN セキュリティについて」を確認。利用
規約を確認の上、「利用規約に同意する」にチェッ
クをして「確認」をクリック。ブラウザーを起動し
ます。

Facebook にログインします。

※既にログイン済であれば、この画面は表示されま
せん。

初回のみ同意画面が表示されますので、「ログイン」
をクリック。
※2回目以降は表示されません。

Select the SSID "Yoshino_Free_Wi-Fi" from 
your device's Wi-Fi network screen. Return to 
the main screen and launch your browser.

Click "Sign in with Facebook"

Confirm the information regarding "Wireless LAN 
Security." After confirming the terms of use, 
check "I agree to the terms of use" and click 
"Confirm."

* Twitter, Weibo, Yahoo! and d account accounts can also be used for SNS 
authentication.

※SNS 認証では、他にTwitter、Weibo、Yahoo! 、dアカウントのアカウントが
ご利用可能です。

Log into Facebook.
* If you are already logged in, this screen will not 
be shown.

Only during your first login, a confirmation 
screen will appear. Click "Login". 
*This screen will not be shown after your first 
login.

SNS ( 例:Facebook)認証の場合
For SNS authentication(e.g. Facebook):
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※画面および遷移フローは 2019年 3月1日時点のものであり、SNS事業者により変更される場合があります。
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○Yoshino_Free_Wi-Fi はこのマークのある施設でご利用できます。
○災害時には認証手続きを簡略化し、接続回数の制限を解除します。
※1回15分（回数無制限）となります。

"Yoshino_Free_Wi-Fi" can be used in facilities, etc. featuring this logo.

Yoshino_Free_Wi-Fi

1回20分 (1日10回まで )

SSID

接続時間

In the event of a disaster,no user login infomation will be required to access this 
Wi-Fi service and the restriction on the amount of times it can be accessed per day 
will be removed.  *1 time = 15 minutes of Wi-Fi use( for an unlimited number of times)

20 10回／日

このバナーをクリックしていただければ、
観光スポットに関する情報やマップをご覧頂く
ことができます。
You can click on this banner to access useful 
services such as information about sightseeing 
spots and a map of the area.


