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アクセスポイントマップ

海の ふるさと村

大島観光協会

踊子の里資料館（旧港屋旅館）踊子の里資料館（旧港屋旅館）

クダッチ老人福祉館クダッチ老人福祉館

御神火温泉　　　　　　　　　　　元町字仲の原1−8
図書館　　　　　　　　　　　　　元町１丁目15−１
大島観光協会　　　　　　　　　　元町1丁目3−3
大島町役場　　　　　　　　　　　元町１丁目１－14
海市場　　　　　　　　　　　　　元町２丁目５−７
火山博物館　　　　　　　　　　　元町字神田屋敷617
三原山レストセンター　　　　　　元町字上山662－10
北の山公民館　　　　　　　　　　元町字佐吾右衛門野地
湯の宿くるみや　　　　　　　　　元町字八重の水245
大島グランド　　　　　　　　　　元町字北野1−28
カプセルホテル・アイランド伊豆大島　元町2丁目3−12
レスト風　　　　　　　　　　　　元町字神田屋敷
マリンプラザ　ワイズドリーム　　元町字赤禿92−4
寿し光　　　　　　　　　　　　　元町1丁目4−8
グリーンホテルたかた　　　　　　元町字八重の水174
オレンジフィッシュ　　　　　　　元町字野地723−2
みよし土産品店　　　　　　　　　元町1丁目16−1
ホテル奥源　　　　　　　　　　　元町1丁目4−3
肴や　　　　　　　　　　　　　　元町2丁目3−3 
ゲストハウスオアシス アイランドゲート　 元町4丁目10−5
ふれあい民宿椿山　　　　　　　　元町4丁目19−52
イエローダイブ　　　　　　　　　元町字水留210−5
大島ペットクラブ　　　　　　　　元町字家の上447−3
やすとく　　　　　　　　　　　　元町字地の岡65−58
喜船　　　　　　　　　　　　　　元町字北の山136−1
椿の花工房　　　　　　　　　　　元町字北の山16−5 
伊豆大島自動車学校　　　　　　　元町字北の山222
伊豆大島自動車学校　宿泊所　　　元町字野地626−2
万立荘　　　　　　　　　　　　　元町字野地637
ペンションいち・まる・いち　　　　元町字和泉106−14
高田売店　                                元町1-9-4
竹馬　      　　　　　　　　         元町4-1-2
大島椿製油所　　　　　　　　　　元町2-19-7
三浜館　　　　　　　　　　　　　元町4-6-13
ゲストハウス KOIZUMI　　　　　 元町2-13-17

　
　
　　

元町

ぶらっとハウス　　　　　　　　　　　岡田字新開87－1
岡田コミュニティセンター　　　　　　岡田字助田64
野田浜園　　　　　　　　　　　　　　岡田字新開234-2
フルーツファクトリー大屋　　　　　　岡田2
ビーチライン　　　　　　　　　　　　岡田5
ゲストハウス舟吉　　　　　　　　　　岡田7
鳴海荘　　　　　　　　　　　　　　　岡田字新開137

岡田

泉津公民館　　　　　　　　　　　　　泉津字川之原15
海のふるさと村　　　　　　　　　　　泉津字原野２－１

泉津

波浮港老人福祉館　　　　　　　　　　波浮港6
踊り子の里資料館（旧港屋旅館）　　　　波浮港7－11
港鮨　　　　　　　　　　　　　　　　波浮港1
居酒屋よりみち　　　　　　　　　　　波浮港17

波浮港

勤労福祉会館　　　　　　　　　　　　差木地字クダッチ
クダッチ老人福祉館　　　　　　　　　差木地字小坂1007－21
差木地公民館　　　　　　　　　　　　差木地１
ｍｏｃｋｍｏｃｋ　　　　　　　　　　差木地2
海人　　　　　　　　　　　　　　　　差木地字クダッチ
三崎屋商店　クダッチ営業所　　　　　差木地字クダッチ
くさやの小宮山　　　　　　　　　　　差木地字クダッチ

差木地

間伏文化会館　　　　　　　　　　　　野増字間伏
野増公民館　　　　　　　　　　　　　野増５
ヴィラ・タラッサ      　　　　　　　　 野増王の上766

野増

歌乃茶屋　　　　　　　　　　　　　　元町三原山頂
野増公民館　　　　　　　　　　　　　野増５

三原山

※NTT-BP社が提供する無料アプリ

インターネット接続完了アプリを起動 Japan
Wi-Fi

1 2

iOSをご利用の方はこちらから Androidをご利用の方はこちらから

まずは、スマホからJapan Connected-free Wi-Fiアプリ※をインストール

IzuOshima Free Wi-Fi

IzuOshima_Free_Wi-Fi

IzuOshima_Free_Wi-Fi

IzuOshima_Free_Wi-Fi

IzuOshima_Free_Wi-Fi

IzuOshima_Free_Wi-Fi

IzuOshima_Free_Wi-Fi

大島観光協会のホームページが新しくなりました。ぜひご覧ください。

アプリを使ってご利用の場合

SSIDを選択して、ブラウザを立ち上げる。
Select the correct SSID and launch your browser.
在无线网络列表中选择IzuOshima_Free_Wi-Fi，打开浏览器。

在無線網路列表中選擇IzuOshima_Free_Wi-Fi，打開瀏覽器。

SSID를 선택한 후 브라우저를 실행한다.

IzuOshima FREE Wi-Fi ご利用方法

SSID :  IzuOshima_Free_Wi-Fi

http://www.izu-oshima.or.jp

2Wi-FiをONにする。
Turn on Wi-Fi.
打开Wi-Fi。

打開Wi-Fi。

Wi-Fi를 켠다.

How to use the IzuOshima FREE Wi-Fi.

The website of the Oshima Tourism General Incorporated Association has been updated. Please visit.

1

Wi-Fiをタップする。
Tap Wi-Fi.

An email address will need to be entered for first-time use only.

点击“Wi-Fi”。
點選“Wi-Fi”。
Wi-Fi를 탭한다.

3

サービスメニューから
「IzuOshima  Free  Wi-Fi」を選択。
Select  “IzuOshima  Free  Wi-Fi” from 
the service menu options presented.
从服务菜单中选择
IzuOshima  Free  Wi-Fi。
從服務清單中選擇
IzuOshima  Free  Wi-Fi。
서비스 메뉴에서 “IzuOshima  Free  Wi-Fi”
를 선택한다.

4

接続完了。
Connection is established.
连接完毕。
連接完成。
연결 완료.

只有初次使用时需要注册您的电子邮箱地址。/
/

大岛观光协会的官方网站更新啦。请一定要来看看哦。
大島觀光協會的官方網站已更新。請您一定要來看看哦。
오시마 관광협회의 홈페이지가 새로워졌습니다. 여러분의 많은 방문 바랍니다.

Using with an app
使用APP连接网络时
使用APP連接網路時
앱을 사용해 이용하는 경우

Install the Japan Connected-free Wi-Fi app※ onto your smartphone. ※A free app provided by NTT-BP

Available from this source for users of iOS

请在使用前先下载并安装好Japan Connected-free Wi-Fi※应用。 ※该应用由NTT-BP提供，可免费使用
※該應用程式由NTT-BP提供，可免費使用

请使用iOS的用户扫描右侧二维码下载
請使用iOS的用戶掃描右側二維碼並下載

請在使用前先下載並安裝好Japan Connected-free Wi-Fi※應用程式。
우선 스마트폰에 Japan Connected-free Wi-Fi 앱※을 설치. ※NTT-BP가 제공하는 무료 앱

iOS를 이용하시는 분일 경우

Available from this source for users of Android
请使用Android的用户扫描右侧二维码下载
請使用Android的用戶掃描右側二維碼並下載
Android를 이용하시는 분일 경우

インターネット接続アプリを起動して｢Connect｣ボタンをタップ

iOSの場合

Connect to the Internet.
连接网络
連結網路
인터넷 연결

「設定」から「Wi-Fi」接続をONにし、
IzuOshima_Free_Wi-Fiを選択。
Turn on Wi-Fi in Settings and select
IzuOshima_Free_Wi-Fi.
请在设置中打开 Wi-Fi 并选择
IzuOshima_Free_Wi-Fi。
請在設定中打開 Wi-Fi 並選擇
IzuOshima_Free_Wi-Fi。
“설정”에서 “Wi-Fi” 연결을
켠 후,IzuOshima_Free_Wi-Fi를 선택.

Launch the app and tap 
the Connect button.
启动应用并点击Connect
啟動應用程式並點選Connect
앱을 실행한 후 “Connect” 버튼을 탭

You have established an Internet connection.
网络连接成功
網路連接成功

인터넷 연결 완료

Launch the app
启动应用

啟動應用程式
앱을 실행

次に表示される画面によって手順が異なります。
The steps to follow will differ depending on the screen that is displayed next.

请根据显示的画面选择相应的连接方法 請根據顯示的畫面選擇相應的連接方法。 다음에 표시되는 화면에 따라 순서가 다릅니다./ /

このステッカーが貼ってある場所での接続方法 How to connect at a location featuring this sticker.
如何在贴有Free Wi-Fi标签的地方连接网络 如何在貼有Free Wi-Fi標籤的地方連接網路 이 스티커가 부착된 장소에서 연결하는 방법/ /

IzuOshima FREE Wi-Fi的使用方法 IzuOshima FREE Wi-Fi的使用方法 IzuOshima FREE Wi-Fi 이용 방법/ /

/只有初次使用時需要註冊您的電子郵件地址。 처음에만 이메일주소의 입력이 필요합니다.

4

下記のステッカーに表示されている
パスワードを入力する。
Enter the password displayed on the 
sticker below.
请输入下图标签上的密码。
請輸入下圖標籤上的密碼。
아래의 스티커에 표시돼
있는 패스워드를 입력한다.

3

IzuOshima_Free_Wi-Fi のパスワードを入力

初回のみメールアドレスの入力が必要です。

アプリをインストール Install the app
安装应用 安裝應用程式 앱을 설치

/
//

ブラウザをタップ Tap the browser icon./
点击浏览器 點選瀏覽器 브라우저를 탭//

For iOS iOS 用户 iOS 用戶 iOS의 경우/ / / iOS・Android共通 For both iOS and Android iOS 与 Android 共通流程
iOS 和 Android 共通流程 iOS·Android 공통

/
/ iOS・Android共通 For both iOS and Android iOS 与 Android 共通流程

iOS 和 Android 共通流程 iOS·Android 공통
/

/

http://www.izu-oshima.or.jp大島観光協会

■For more information on how to connect to the IzuOshima FREE Wi-Fi or other pertinent matters, visit
■如希望更进一步了解有关IzuOshima FREE Wi-Fi连接方法的信息，请点击
■如希望更進一步了解有關IzuOshima FREE Wi-Fi的連接方法等，請點選
■IzuOshima FREE Wi-Fi의 연결 방법 등에 대한 자세한 내용은 

■IzuOshima FREE Wi-Fi の接続方法などについて詳しくは
or

或扫描
或掃描
또는

または

IzuOshima_Free_Wi-Fi


