
無線インターネットサービスが無料で使えます！

Shimoda Free Wi-Fi offers free Internet access
for smartphones and tablets.

The Japan Connected-Free Wi-Fi is a dedicated app provided by NTTBP. Once you register, you will be able to access Wi-Fi hotspots at
major airports, railway stations and local governments.

本サービスは、無線 LAN に接続できる通信端
末（スマートフォンやタブレット）があれば、
誰でも無料でインターネットができるサービ
スです。

NTTBP が提供する専用アプリ「Japan Connected-Free Wi-Fi」を利用することにより、
１回の登録で主要な空港・鉄道や自治体などでも簡単に Wi-Fi を利用することができます。

You can also use the Japan Connected-free Wi-Fi app to access the Internet

下田市フリー Wi-Fi
Introducing Shimoda free Wi-Fi

「Japan Connected-Free Wi-Fi」アプリから接続することも可能です。

接続方法 Connect to Wi-Fi

このマーク
が目印！

Look for this mark!

An email containing a 
URL will be sent to you
for verification.

５ 「認証用メール送
信成功」画面が表
示されます。�

Once verification is 
completed, you can start
using the service.

７ 「認証成功」画面
が表示されればご
利用スタート！

Click "Use the Internet."

２ 「インターネット
を利用する」をク
リック。

Read the Terms of Use, 
and click "Agree."

３ 同意画面の内容に
従って、利用規約
等の確認にチェッ
クして「同意する」
をクリック。

Check your email for the
verification notice, and 
click on the URL.

６ メールソフトを立
ち上げ、返信メー
ル「本認証用URL
発行のお知らせ」
を開き、メール内
のURLをクリック。

Network ID(SSID) : Shimoda_Free_Wi-Fi
認証１回あたり 30 分、１日あたり８回の接続が可能です。
Each log-in gives you 30 minutes of Internet access, up to 8 times per day.

Enter your email address, 
and click "Confirm."

*If you use domain
  restrictions, please allow
  emails from @do-spot.net.

４ メールアドレスを
入力して「接続」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
 「@do-spot.net」か
　らのメールを受け
　取れるように設定
　をお願いします。

Choose "Shimoda_Free_Wi-Fi" from the Wi-Fi
network screen.
Return to the main screen and launch your 
browser.

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

１
Shimoda_Free_Wi-Fi



注意事項 Notice

お問い合わせ Contact

・ 本サービスは、海外からの観光客をはじめ、誰もが簡単にお使いいただけるよう、WEP 等を用いた無線の暗号化は行っておりません。

　そのため、悪意を持った利用者がいる場合は無線区間（端末からアクセスポイントまでの区間）の通信内容が傍受され、入力した I D や

　パスワード、クレジットカード番号等の個人情報等を盗み見される可能性があります。その旨ご理解いただき、利用者自身の責任において

　本サービスをご利用いただくよう、よろしくお願いします。

・ 万が一、本サービスのご利用によってご利用者自身の損害や第三者との紛争が生じても一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

・ 本サービスでは、青少年の健全育成のため、有害情報のフィルタリングを行っておりますので、一部のウェブサイトの閲覧ができません。

・ 設備メンテナンス等により、ご利用いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。

- To provide free and easy access to everyone including visitors from overseas, this service is not protected by wireless encryption such as WEP. Therefore, 
  communication between your device and the access point may be intercepted by malicious users, allowing them to see your personal information such as IDs, 
  passwords and credit card number. Please take note of such risks when using the service.
- We assume no responsibility for any loss or conflict with a third party arising from your use of this service.
- For the sound development of youth, this service uses filters against harmful information and denies access to certain websites.
- Please note that the service may not be available at times due to maintenance and other reasons.

下田市 統合政策課
〒415-8501 静岡県下田市東本郷 1-5-18　TEL 0558-22-2212

Shimoda City (Integrated Policy Division)

山路を登りながら

稲梓
Inazusa Station

蓮台寺
Rendaiji Station

伊豆急下田
Izukyu Shimoda Station
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*Photo: Weeping peach tree garden in Rendaiji

印の設置場所は災害発生時のみ一般利用が可能です。

爪木崎
Cape Tsumekizaki

下田公園
Shimoda Park

Locations marked with 　　 can only be used during natural disasters.

白浜大浜海水浴場
Shirahama Ohama Beach

入田浜海水浴場
Iritahama Beach 爪木崎

Cape Tsumekizaki

龍宮窟
Ryugukutsu Cave

長楽寺・ペリーロード
Choraku-ji Temple, Perry Road

下田公園
Shimoda Park

天神神社
Tenjin-Jinja Shrine

まどが浜海遊公園
Madogahama Kaiyu Park

敷根公園
Shikine Park

稲生沢小学校
Inouzawa Elementary School

稲梓小学校
Inazusa Elementary School

大賀茂小学校
Ogamo Elementary School

浜崎小学校
Hamazaki Elementary School

白浜小学校
Shirahama Elementary School

白浜大浜海水浴場
Shirahama Ohama Beach

入田浜海水浴場
Iritahama Beach

龍宮窟
Ryugukutsu Cave

天神神社
Tenjin-Jinja Shrine
※写真は蓮台寺しだれ桃

ペリーロード
Perry Road

下田市フリー Wi－Fi 設置場所
Shimoda Free Wi-Fi locations
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