
 

 
 

公衆無線 LAN 環境への接続方法 
 
⑴ インターネットに接続可能な端末（スマートフォンやタブレット等）の設定画面より、

SSID「Nakano_City_Free_Wi-Fi」を選択し、公衆無線 LAN に接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 公衆無線 LAN 接続後、上記仮認証状態となると同時に、本認証画面が起動します

ので、次のいずれかの方法により認証を行います。本認証が完了することで、公衆

無線 LAN 環境を継続利用することができます。（利用可能時間等は次ページ以降参照） 
 

【認証方式①】 OPEN ID 認証 

          Facebook や Twitter 等の SNS のアカウントを利用した認証方法 

【認証方式②】 メールアドレス認証 

          メールアドレスを利用した認証方法 

【認証方式③】 コールバック認証 

          電話番号（SMS）を利用した認証方法 
 
≪認証画面≫      ≪OPEN ID 認証≫       ≪コールバック認証≫ 

                                                    

 

 

 

 

                 ≪メールアドレス認証≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コールバック認証について、SMSを使用することから、電話環境が必要となります。 

 

【留意事項】 

上記手順により、仮認証状態となり、3 分間公衆無線 LAN 環境を利用すること

ができます。（ただし、本認証に必要な通信しか利用できません。） 

下記手順により本認証を済ませることで、公衆無線 LAN 環境を継続利用する

ことができるようになります。 

※本認証を行わず、仮認証状態を 3 回繰り返すと、ペナルティとして、その日に

関して終日公衆無線 LAN 環境に接続できなくなります。 



よくある質問 
 

Q1 公衆無線 LAN サービスを利用可能な場所（施設）は？ 

A1 以下 25 施設において利用が可能です。 

施設名 住所 使用可能エリア（注 1） 

中野市役所 三好町一丁目 3 番 19 号 1 階/2 階/5 階（開放エリア） 

防災広場 小舘 159 番地 2 広場内 

中央公民館 三好町一丁目 4 番 27 号 1 階/2 階/3 階講堂 

北部公民館 赤岩 1447 番地 1 階/2 階 

西部公民館 安源寺 666 番地 1 1 階/2 階 

豊田公民館 豊津 2509 番地 1 階/2 階 

一本木公園 一本木 495 番地 6 ステージ付近 

中野陣屋・県庁記念館 中央二丁目 4 番 4 号 1 階/2 階 

豊田支所 豊津 2508 番地 1 階市民ホール/2 階会議室 

中野小学校 中野 1804 番地 体育館 

日野小学校 新野 827 番地 体育館 

延徳小学校 三ツ和 1731 番地 体育館 

平野小学校 江部 1359 番地 4 体育館 

高丘小学校 草間 1505 番地 体育館 

高社小学校 金井 80 番地 体育館 

南宮中学校 南宮 1 番 12 号 体育館 

中野平中学校 片塩 165 番地 体育館 

高社中学校 笠原 190 番地 体育館 

豊田中学校 豊津 4296 番地 1 体育館 

中山晋平記念館 新野 76 番地 施設内/駐車場付近 

高野辰之記念館 永江 1809 番地 施設内/駐車場付近 

中野市立博物館 片塩 1221 番地 施設内/駐車場付近 

信州中野観光センター 草間 1539 番地 1 施設内 

もみじ荘 上今井 3460 番地 1 施設内 

道の駅ふるさと豊田 永江 2136 番地 施設内 

注 1）一部エリアを除く 

Q2 公衆無線 LAN サービスの認証画面について、外国語には対応しているのか？ 

A2 認証画面は、日本語以外に以下の 11 か国語に対応しており、利用者の使用

言語を自動識別し、自動的に言語切替を行います。 

 英語  タイ語  マレーシア語 

 韓国語  ロシア語  ポルトガル語 

 中国語（繁体字）  フランス語  ドイツ語 

 中国語（簡体字）  スペイン語   
  



Q3 公衆無線 LAN サービスの利用制限等はあるのか？ 

A3 平常時の場合と災害時の場合で利用制限等が以下により異なります。 

●平常時の場合 

 【利用方法】 3 種類の認証方式のいずれかによる認証＋利用規約への同意 

 【利用制限】 60 分間/回、3 回/日 

 【利用時間】 8 時～21 時 

●災害時の場合 

 【利用方法】 利用規約への同意のみ 

 【利用制限】 30 分間/回（回数制限なし） 

 【利用時間】 終日 

※災害時においては高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令に伴

い、公衆無線 LAN サービスを災害時運用へと運用変更します。なお、解除

に伴い、平常時運用へと運用変更します。 

Q4 公衆無線 LAN サービスの利用にあたり料金は発生するのか？ 

A4 無料のサービスであるため、公衆無線 LAN サービスの利用に対しての料金は

発生しません。ただし、利用者がインターネット上で利用した各種有料サービス

については、その理由にかかわらず当該利用者が負担するものとします。 

Q5 一度の認証により、どの程度の期間利用できるのか？ 

A5 認証情報を 14 日間保持するため、本認証時より 14 日間は、利用規約へ同意

のみで公衆無線 LAN サービスを利用することができます。 

なお、14 日経過後については、再度本認証が必要となります。 

Q6 メールアドレス認証により受信したメールが文字化けしてしまうが？ 

A6 UTF-8 という文字コードを使用しているため、端末のメーラ（メールソフト）の設定

等を確認し、受信したメールを UTF-8 にてご確認ください。 

メーラ（メールソフト）の設定方法については、使用しているメーラ（メールソフト）

によって異なるため、メーラ（メールソフト）のサポート窓口等にご確認ください。 

Q7 動画閲覧等通信が遅いように感じるが、なぜか？ 

A7 他の利用者への影響を考慮し、1人当たりの通信帯域使用料を上り下り5Mbps

に制限していることによるものです。無料サービスであるため、ご理解ください。 

Q8 利用規約について、どこに公表されているのか？ 

A8 市公式ホームページにて公表していますので、右記 QR

コード等より、ご確認ください。 

なお、公衆無線 LAN サービスの利用にあたっては、本

利用規約の範囲内での利用をお願いします。   


