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Important Notice 注意事項

Shinjuku city

ご利用案内

●This service is operated by NTT Broadband Platform, Inc.
(NTTBP).
●This service is provided on a best-effort basis. Connection 
speeds and quality cannot be guaranteed.
●For ease of use, no WEP key or other encryption is set. 
Security is the responsibility of the user. When secure 
communication is required, we recommend using VPN(Virtual 
Private Network) or the paid public hotspots services.
●VPN and some other services may not be accessible due to 
the network settings.
●In the interest of protecting children, access may be 
restricted to certain websites deemed harmful to minors by 
this company.
●No devices or software used by customers of this service 
are supported by Shinjuku City and NTTBP. Please contact the 
device or software manufacturer for support.
●Please be aware that Shinjuku City and NTTBP shall assume 
no responsibility whatsoever in the event of any personal 
damage to the user, or third party dispute, resulting from use 
of this service.
*Product names and logos are trademarks or registered 
trademarks of their respective manufacturers.
*TM and ® symbols are not displayed near the trademarks or 
registered trademarks in this document.

●本サービスはエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社（NTTBP）が運用
を行っています。
●本サービスはベストエフォートでのご提供となります。通信速度、品質についての保障はいたし
ません。
●本サービスは皆様に簡単にご利用いただけるよう、WEP等のセキュリティは使用しておりませ
ん。セキュリティを必要とする通信をされる場合には、VPN（バーチャルプライベートネット
ワーク）や有料公衆無線LANサービスをご利用になることをお勧めいたします。
●ネットワークの設定上、一部VPNなどのサービスがご利用いただけない場合がございますの
で、あらかじめご了承ください。
●本サービスは青少年保護の観点から、青少年が利用することが好ましくないと当区が判断するサ
イト等へのアクセスを制限することがあります。
●本サービスをご利用するにあたって、お客様がご利用されるすべてのデバイス機器、ソフトウェ
アのサポートは区とNTTBPでは行っておりません。各デバイス、ソフトウェアメーカーへお問い
合わせください。
●万が一、本サービスのご利用によって発生したお客様ご自身の損害や第三者との紛争などが生
じても、区とNTTBPは一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
※製品名などの固有名詞は、各メーカーの登録商標または商標です。
※本文中の各社の登録商標または商標には、TM、®は表示していません。

Please don’t use your communication 
device while walking.
歩きながらの利用は大変危険ですので、やめましょう。

The information provided here is current as of April 2016.
ここに掲載している情報は平成28年4月時点のものです。

Areas offering free 
Wi-Fi access are 
marked with those 
stickers.
ご利用できる場所はこれら
ステッカーが目印です。

Shinjuku City Office
Shinjuku Convention & Visitors Bureau
新宿区　新宿観光振興協会

Shinjuku Free Wi-Fi

http://www.kanko-shinjuku.jp/

Please visit the website
for detailed information!

くわしくは新宿観光振興協会の
WEBサイトをご確認ください。

Coverage Area  利用可能エリア
歌舞伎町

・歌舞伎町交差点

・歌舞伎町
　セントラルロード

・歌舞伎町一番街

その他
・百貨店
・居酒屋

・カフェ・レストラン

・医療機関

・レジャー・
　スポーツ施設

Kabukicho
・Kabukicho
   Intersection 
・Kabukicho
 “Central Road”
・Kabukicho
 “1st Avenue”

Others
・Departments
・Bars
・Cafés /
   Restaurants
・Medical
   institutions
・Leisure/Sports
   facilities

Around Shinjuku Station
・East exit taxi stand
・East exit “MOA 2nd
   Street" south
・East exit “MOA 4th
   Street”
・East-South exit “Flags”
・East-South exit square
・South exit “Shinjuku
   Expressway Bus Terminal”
・Keio Department Store
   outside
・West exit underground
   taxi stand
・Shinjuku-Nishiguchi sta.
 “OmoideYokocho” south 
・Nishi-Shinjuku 1 Intersection

Shinjuku Street
・ALTA
・Isetan Shinjuku Main Store
   outside
・Shinjuku 3 Intersection

新宿駅周辺
・東口タクシー乗り場前

・東口モア２番街南

・東口モア４番街南

・東南口Flags前
・東南口広場前

・南口バスタ新宿前

・京王百貨店前

・西口地下タクシー乗り場前

・新宿西口駅思い出横丁南

・西新宿一丁目交差点

新宿通り
・アルタ前広場

・伊勢丹本館前

・新宿三丁目交差点

Shinjuku Free Wi-FiShinjuku Free Wi-Fi

Service Guide



Wi-Fiをつなぐ
1

利用登録をする
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Please visit the website
for detailed information!

詳しいご利用エリアはWEBサイトで！
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・You can use the internet for FREE.
・You will be required to register your email address.
・You will be able to use "Shinjuku_Free_Wi-Fi" unlimited 
number of times a day up to 60 minutes each time.As 
for "Shinjuku_Free_Wi-Fi_01", 4 times a day for up to 60 
minutes each time.
・Once registration is complete, the Wi-Fi is available for 
365 days.
・Free Wi-Fi access is granted only to those who have 
agreed to the Terms of Use.

・無料でご利用いただけます。
・メールアドレスを登録する必要がございます。
・一回接続すると60分間使えます。「Shinjuku_Free_Wi-Fi」は一日に回数制限な
く接続できます。「Shinjuku_Free_Wi-Fi_01」は一日４回まで接続できます。

・一度利用登録を済ませれば、365日再登録なしでご利用いただけます。
・利用規約に同意いただいた方のみ、ご利用いただけます。

Conditions of use ご利用条件

Shinjuku Visitors & Convention Bureau 
Portal Site

新宿観光振興協会　ポータルサイトの紹介

Get online without re-registering!
再登録なしで接続スマート！

Use the app to get online easily!
アプリを使って接続スマート！

Head to the free 
Wi-Fi spot.
Wi-Fiスポットへ
行きます。

Tap “Settings” on your smartphone or 
other mobile device.

Registering with one free Wi-Fi service gives you 
access to all partner free Wi-Fi services.
提携しているフリーWi-Fiサービスでは、一度の登録ですべ
てのサービスが利用できます。

Active your browser, Connect-Portal 
displays

スマートフォンなどの「設
定」をタップします。

W i - F iをONにし、ネットワーク一覧から
「 S h i n j u k u _ F r e e _ W i - F i 」 か
「Shinjuku_Free_Wi-Fi_01」を選択します。

Webブラウザを
起動し、当サービ
スの接続ポータル
を開きます。
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A guidance screen will display. Please 
register in accordance with the guidance.

When you use this service, the 
Connect-Portal will display.
Tap“Access the internet”.

Connection is established! 
Enjoy Shinjuku City with Wi-Fi !

案内画面が表示されま
す。それに従って利用
登録をしてください。

当サービスの接続ポータルが表示されます。「イ
ンターネットに接続する」を選択してください。

「無線LANセキュリ
ティについて」に同意
の上、ご利用くださ
い。

接続完了！インター
ネットと新宿の街を楽
しんでください。

If you use “Japan Connected-free Wi-Fi”, you will 
be able to access Wi-Fi not only in “Shinjuku Free 
Wi-Fi” hot spots but in airports, train stations, 
convenience stores and many other locations!
「Japan Connected-Free Wi-Fi」アプリを使えば、「Shinjuku Free Wi-Fi」以外に
も、空港や駅、コンビニエンスストアなどたくさんの場所でWi-Fiに接続できます！

An internet connection is required to download the application 
and to register.

アプリのダウンロードとご利用
登録にはネットワーク接続が必
要です。

You must agree to accept the“Regarding 
Wireless LAN Security”by tapping the 
“I agree”button to 
use the Wi-Fi

  Turn Wi-Fi “ON” and choose 
“Shinjuku_Free_Wi-Fi” or
“Shinjuku_Free_Wi-Fi_01”
  from the network list.

iOSAndroid

Wi-Fi Setting Registration

Must-see Spots
おすすめスポット

Events
イベント情報

Photos & Movies 
Gallery
フォト・ムービーギャラリー

and much more...
など盛りだくさん！

Search from the 
present location
現在地からの検索機能

Shinjuku Free Wi-Fi
当サービスのご案内


