
道の駅SPOT How to Use
the Free Wi-Fi

Gain access to [Michi-no-Eki] and [Traffic Information] for 60 minutes using the free public Wi-Fi connection. 
This will allow you to view important information regarding road closures, weather updates, and facilities nearby. 

「道の駅情報」や「道路情報」を公衆無線LANから60分間無料で使用できます。
通行止めの情報、気象情報や周辺施設などを見ることができます。

ご利用ガイド SSID: MICHI-NO-EKI
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※道の駅やご利用端末により、上記と利用方法が異なる場合があります。
 * Usage and accessibility methods will differ according 
   to the Roadside station and device you use. 

ご利用方法問い合わせ窓口
C A L L  C E N T E R

0120-985-805
(日本語/10:00～19:00)  (English/10:00-19:00)

アクセスポイントに接続します Connect to the Access Point

1 2 3 4Tap the setting icon for both 
iPhone and Android.

Tap Wi-Fi and open the 
setting screen.

Turn on Wi-Fi and tap 
"MICHI-NO-EKI".

Confirm that you are connected 
to the access point.
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iPhone・Android共に設定
アイコンをタップします。

アクセスポイントに接続された
ことが確認できます。

Wi-Fiをオンにして MICHI-
NO-EKI をタップします。

Wi-Fiをタップし、設定画面
を開きます。

「スタートキー」→「設定」→「ネットワークとインターネット」をクリック、
続いて設定画面左のメニューから「Wi-Fi」をクリックし、Wi-Fiをオン
にして「利用できるネットワークの表示」から「MICHI-NO-EKI」を
選択します。
Click "Start"→"Settings"→ "Network & Internet", then click "Wi-Fi" 
from the menu on the left of the setting screen, Turn on Wi-Fi and 
select "MICHI-NO-EKI" from "Show available networks".
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無料Wi-Fiは
　　　分間ご利用
　　　できます。60

接続認証します Authentication

ブラウザアプリを起動すると
認証画面が表示されます。

SNSアカウントでログイン
使用したいSNS認証をタップし、SNS各社
のページにてお客様のメールアドレス・
パスワードを入力してください。
Login with SNS account
Tap SNS authentication and enter your email 
address and password on the SNS website.

Login with email
Enter your email address 
and tap "Send".

Once the MICHI-NO-EKI 
roadside information system 
page is displayed, your 
connection has been 
authenticated. 

Open your browser. 
The authentication screen 
is displayed.

メールでログイン
ご利用端末で受信できる
メールアドレスを入力して
「送信」をタップします。

道の駅北海道情報提供シス
テムのページが表示されて
接続認証は完了です。

メールアドレスが登録済みの場合
すぐにインターネットがご利用できます。

For email addresses that are already registered
You will be able to access the Internet immediately. 

You will receive the "MICHI-NO-
EKI Main Registration Information" 
email. Tap the link provided in the 
email within 10 minutes.

「MICHI-NO-EKI本登録のご案内」
のメールが来るので10分以内に
メール内のリンクをタップします。

TOPページの
各種情報メニューから
交通情報などにアクセス！

The free Wi-Fi is available 
for 60 minutes.

中国のお客様のみ
For Chinese guests only


