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FUCHU City Free Wi-Fi接続方法（iOSでご利用の場合） (Examples to use on iOS）How to Connect to FUCHU City Free Wi-Fi
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1 設定のアイコンをタップし、メニューの中
から「Wi-Fi」を選択します。
Tap the settings icon and select "Wi-Fi"
from the menu.

4「FUCHU City Free Wi-Fi」
ポータルページが自動表示されます。
仮登録をするため、
「インターネットに接続する」をタップします。　
The "FUCHU City Free Wi-Fi" portal page
will be automatically displayed.
Tap "Connect to the Internet" for
temporary registration.

2「Wi-Fi」設定をONにし、有効にします。
Turn on Wi-Fi by swiping the "Wi-Fi"
setting to ON.

3 ネットワーク一覧から
「FUCHU_City_Free_Wi-Fi」をタップして
接続します。
Tap "FUCHU_City_Free_Wi-Fi" from the list of
available networks to establish a connection.

3 ネットワーク一覧から
「FUCHU_City_Free_Wi-Fi_Plus」を
タップして接続します。
Tap "FUCHU_City_Free_Wi-Fi_Plus" from
the list of available networks to establish
a connection.

本登録が完了すると、「インターネットに
接続されました。」画面が表示されます。
After final registration is completed,
the "Connected to the Internet" screen will
be displayed.

Connect to the internet.
インターネットへ

Connect to the internet.
インターネットへ

インターネットに接続すると、
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/fuchu_Wi-Fi/index.html
に自動で遷移します。

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/fuchu_Wi-Fi/index.html
When you connect to the Internet, the screen will automatically switch to:

インターネットに接続すると、
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/fuchu_Wi-Fi/index.html
に自動で遷移します。

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/fuchu_Wi-Fi/index.html
When you connect to the Internet, the screen will automatically switch to:
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6「無料インターネット
接続エントリーページへようこそ」画面が
表示されますので、内容を確認の上、
「利用登録」をタップします。
The“Welcome to Free Internet Access
Entry Page” screen will be displayed.
After reading the contents thereof,
tap “Register now”.

「接続エントリーページ」画面が表示されますので、登録方法をお選び
いただき、利用登録します。
利用登録情報は、初回登録から365日間保存されます。
365日以降は、再度利用登録することが必要です。

5

The "Connection entry page" screen will
be displayed. Please register.

「メールアドレスで登録する」を
タップします。
Tap "Register with my email address".

SNSアカウントで登録することもできます。
You also can register with a social media
account.

推奨 ： WEBメールアドレス
※以下、画面の指示に従い本登録を行ってください。
The Registration screen will be displayed.
Please enter your own email address,
read the terms of service, tick the box
beside “I agree,” and tap Confirm.

7 ご利用登録画面が表示されますので、
ご自分のメールアドレスを入力し、
利用規約の内容を確認の上、
同意後に「確認」をタップします。

Recommended : Web-based email address
※Next, follow the instructions on screen to
　complete final registration.

User registration information will be
retained for 365 days from the date of
initial registration. User registration will 
be required again after the passage of 
365 days.

※トップページが表示されない場合は、
　ブラウザを更新して下さい。
※If the top page is not displayed,
　refresh the browser.

（Login済みの場合は表示されません）

(Not displayed if login already completed.)

Recommended : Web-based email address
※Next, follow the instructions on screen to
　complete final registration.

The "Final Registration with
the FLET'S PORTAL" screen will be displayed.
Tap "Go on to services".
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The "Login" screen will be displayed. 
Tap "Register".

「フレッツ・ポータルのユーザ登録」画面が
表示されますので、IDとしてメールアドレス
と任意のパスワードを入力し、「登録する」を
タップします。

「フレッツ・ポータル本登録確認」画面が
表示されますので、
「サービスを利用する」をタップします。
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設定のアイコンをタップし、メニューの中
から「Wi-Fi」を選択します。

「Wi-Fi」設定をONにし、有効にします。

ホーム画面に戻りブラウザを起動します。

Tap the settings icon and select "Wi-Fi"
from the menu.

Return to the home screen and launch
the browser.

5 フレッツ・ポータルのトップページが
表示されます。
仮登録をするため「Wi-Fi」をタップします。

6「Menu」画面が表示されますので
「無料Wi-Fiインターネット」をタップします。

The top page for the Flet's portal page
will be displayed. Tap "Wi-Fi" to carry out
temporary registration.

The "Menu" screen will be displayed. 
Tap "Free Wi-Fi Internet"

Turn on Wi-Fi by swiping the "Wi-Fi"
setting to ON.

7「無料Wi-Fiインターネット」
画面が表示されますので、
「ご利用上の注意」を確認の上、
「利用上の注意に同意する」にチェックを
入れ、「Login」をタップします。
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「Login」画面が表示されますので
「登録する」をタップします。

The "Free Wi-Fi Internet" screen will be 
displayed. 
After reading the "Terms of Use," check 
"I agree to the terms of use" and tap 
"Login".

The "FLET'S PORTAL user registration" 
screen will be displayed. Enter your email 
address in the ID field and the password 
of your choice in the password field 
before tapping "Register".

■初回登録方法 How to register (first time only)

推奨 ： WEBメールアドレス
※以下、画面の指示に従い本登録を行って
　ください。


