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 MCDecaux, Inc. エムシードゥコー株式会社 / Urban Development Bureau City of Yokohama 横浜市都市整備局

YOKOHAMA Free Wi-Fi

FREE
Wi-Fi
ACCESS
Public Signs ＆ Wi-Fi Hotspots

Wi-F i  support  desk 
 Tel :0570-015-152(OPEN AM9:00-PM6:00)[To l l  ca l l ]
 E-mai l :wi -fi_support@star .ocn.ne. jp
 ※E-mai l  rece ived  at  n igh t  w i l l  be  answered the  nex t  day.
     夜間の電子メールでのお問い合わせについては、翌日のお返事となります。
 Supported Languages:English、簡体中文、繫体中文、한국어、日本語、Français

Wi-F i についてのお問い合わせ

案内サインの整備・運営

Free Wi-Fi is available near public signs with 
Wi-Fi icon.

24 時間 365 日
day24h a day,
every day

Wi-Fi ピクトグラム表示がある案内サイン
周辺で無料 Wi-Fi が利用できます。

日本語 English、
한국어　Français
中国語（簡体・繁体）
and ７ languages.

利用時間
The Use Time

対応言語
Supported
Languages

iOS

iOS

Android

Android

H o w  t o  U s e

起動画面が表示されますの
で、「インターネットに接続
する」ボタンより接続して
ください。

ホーム画面に戻って、イン
ターネットブラウザを立ち
上げます。

Once the start-up screen 
appears, connect by
tapping the “Access the 
internet here” bu on.

2

1

3

Return to your home 
screen and launch the 
Internet browser.

スマートフォンの「設定」
から「Wi-Fi」を選択し、
Wi-Fi 接続を「ON」にします。

「Yokohama_Free_Wi-Fi」
を選択します。

Access the Wi-Fi Se ngs 
on your smartphone and, 
a er turning Wi-Fi on, 
choose 
“Yokohama_Free_Wi-Fi”

The QR code for the
"YOKOHAMA TRAVEL GUIDE" 
provides access to useful
informa on in 15 languages.

「YOKOHAMA TRAVEL GUIDE」の QR コードから、
15 言語に対応した各種便利情報にアクセス!

掲載情報
Information

観光情報とルート案内
Tourism information

&
Route finder

インスタ映えスポット
Photo Spot

防災情報
Disaster information



YOKOHAMA
Free Wi-Fi
MAP

新横浜　Shin-Yokohama

2019.9.20

サービス開始予定時期
Planned Service Start Dates

2019.10.25

2019.11～
順次開始
(Final dates may vary.)

小机　Kozukue

横浜国際総合競技場
(日産スタジアム)
International Stadium Yokohama
(Nissan Stadium)

横浜駅
Yokohama Sta.

新高島駅
Shin-takashima Sta.

みなとみらい駅
Minatomirai Sta.

馬車道駅
Bashamichi Sta.

日本大通り駅
Nihon-ōdōri Sta.

元町・中華街駅
Motomachi/
   Chukagai Sta.

関内駅
Kannai Sta.

石川町駅
Ishikawachō Sta.

伊勢佐木⾧者町駅
Isezaki chōja-machi Sta.

阪東橋駅
Bandōbashi Sta.

黄金町駅
Koganechō Sta.

日ノ出町駅
Hinodechō Sta.

戸部駅
Tobe Sta.

平沼橋駅
Hiranuma-bashi Sta.

高島町駅
Takashimachō Sta.

小机駅
Kozukue Sta.

新横浜駅
Shin-Yokohama Sta.

桜木町駅
Sakuragichō Sta.

●パシフィコ横浜
 PACIFICO Yokohama

●新港ふ頭客船ターミナル（供用予定）
 SHINKO PIER CRUSE TERMINAL
 (Under Construction)

●大さん橋
 Ōsanbashi Pier

山下公園
Yamashita Park 

●横浜スタジアム
 Yokohama Stadium

●赤レンガ倉庫
 Aka-Renga Sōko

●横浜マリンタワー
 Yokohama Marine Tower

開港記念会館● 
Port Opening 

Memorial Hall

● 
横浜ランドマークタワー  

 The Landmark Tower  
Yokohama 

●氷川丸
 Hikawamaru

●

中華街
China Town

野毛
Noge

みなとみらい21
Minatomirai 21

馬車道商店街
Bashamichi

※工事等の影響により、サービス開始時期が変更になる場合があります。
※Service availability may be delayed depending on construction issues other unforeseen circumstances.


