
東京大学学内での無線 LANサービス 

 

 

1. 東京大学の教職員、学生 

UTokyo WiFi を利用してください。 

 

2. Eduroamに参加している他機関の教員、研究者、学生など 

eduroam を利用してください。 

 

3. それ以外の方 

UTokyo-Guest を利用してください。 

※Softbank社が提供する「FREE Wi-Fi PASSPORT」と同じサービスです。 

（添付資料をご覧ください） 

 

 

Internet services in campus 

 

1. UTokyo Students, Faculties, Staffs 

Please use UTokyo WiFi. 

 

2. Member of Eduroam participant affiliation 

Please use Eduroam. 

 

3. Other guests 

Please use UTokyo-Guest (take a look at the attached document). 



 

UTokyo-Guest Wi-Fi 
How to Use the Guest Wi-Fi through Self-registration 

Overseas guests involved in business or projects at UTokyo are able to use UTokyo-Guest while at the university, in 
addition to the individual Wi-Fis for meetings as well as eduroam. UTokyo-Guest uses “FREE Wi-Fi PASSPORT”, a 
free Wi-Fi service provided by SoftBank for tourists visiting Japan. Therefore, the registration method for 
UTokyo-Guest is same as that for FREE Wi-Fi PASSPORT, and that require your mobile phone. You must agree to 
the terms and conditions of both UTokyo-Guest and FREE Wi-Fi PASSPORT before you begin its use. This service 
may be suspended, terminated or changed without prior notification. 

If you have an international roaming mobile phone： 

In order to register, you must select SoftBank as your roaming provider in Japan and call the dedicated phone 
number. Depending on your global roaming contract, the service may not be available. Therefore, please check 
whether or not you can select SoftBank in advance by going through the following steps. 
For Android, Tap “Settings”->Tap “Cellular networks”->Tap “Network operators”->Tap “SoftBank”.  
For iPhone, Tap “Settings”->Tap “Carrier”->Turn “Automatic” off->Tap “SoftBank”. 

1. If the above settings are ok, connect your device to UTokyo-Guest 
Wi-Fi and open the login page using a web browser. 

2. Click “Registration” on the English/Chinese/Korean login page (not 
the Japanese page as that is only for domestic mobile phone users). 
Follow the instructions provided, 1) select “SoftBank” as your roaming 
provider, 2) call the dedicated number*, and 3) get your password 
from the English/Chinese/Korean audio guidance. 

3. Your login ID is your phone number with a country code.  

4. Once you have registered, you can connect to UTokyo-Guest and 
other public FREE Wi-Fi PASSPORT spots in Japan for 2 weeks 
(SSID: .FREE_Wi-Fi_PASSPORT).  

*A toll-free number. But charges may apply, depending on the mobile provider. 

 

If you have a domestic mobile phone： 

 The service is also available on domestic mobile phones with numbers beginning with 070, 080, or 090. The service 
may not be available depending on your particular contract, for instance prepaid contracts, etc. 

1. Connect your device to UTokyo-Guest Wi-Fi and open the login page 
using a web browser. 

2. Click “初めての方はこちら” on the Japanese login page (not the 
English/Chinese/Korean page as those are for international roaming 
mobile phone users only). Follow the instructions provided, 1) call the 
dedicated number, and 2) get your password from the Japanese 
audio guidance.  

3. Your login ID is your phone number.  

 
For more information, please visit the FREE Wi-Fi PASSPORT official page. 
http://www.softbank.jp/en/mobile/special/freewifi/  (For oversea guests using international roaming mobile phone) 
http://www.softbank.jp/mobile/network/wifispot/wifi-router/freewifi/domestic-operators/ (For domestic users) 

東京大学情報システム戦略会議ICTインフラ整備専門部会 



3 「022-207-8181」をコピー1 「.FREE_Wi-Fi_PASSPORT_J」
をタップ

2 ログイン画面で「初
めての方はこちら」
をタップ

4 「022-207-8181」をペーストして電話
をかける 

5 「.FREE_Wi-Fi_PASSPORT_J」
を再度タップ

6 ログイン I D・パス
ワードを入力して「ロ
グイン」をタップ

7 「利用登録」を確認してください 8 性別・年代などの情
報を入力して「登録」
をタップ

9 利用確認完了画面
が表示されます 10「接続できました」が表示されたら接続

完了

携帯電話番号

アナウンスされた
初期パスワード

070XXXXXXXX

● ● ● ●

070XXXXXXXX

「携帯電話番号」をログインIDにする場合

※パスワード発行後初回ログインまでの期限は当日中です。期限切れになった場合は、再登録が必要になります。

FREE Wi-Fi PASSPORTは、お客さまの携帯電話番号または携帯メールアドレスをログインIDとします。

ご利用の流れ

iOS版

「携帯メールアドレス」をログイン IDにする場合は次頁をご確認ください

国内携帯電話向け

自動音声応答で初期パ
スワードがアナウンス
されます。メモをお取
りください。

●初回設定方法：    から    までの操作でご利用可能です 
● 2 回 目 以 降：    の操作のみでご利用可能です 

1

6

10



1 「.FREE_Wi-Fi_PASSPORT_J」
をタップ

2 ログイン画面で「初
めての方はこちら」
をタップ

3 「こちらから」をタップ 4 携帯メールアドレス
を入力して「確認」を
タップ

5 携帯メールアドレス
登録完了画面が表示
されます

6 パスワードメールが
届きます 7 「.FREE_Wi-Fi_PASSPORT_J」

を再度タップ
8 ログイン I D・パス

ワードを入力して「ロ
グイン」をタップ

9 「利用登録」を確認してください 10 性別・年代などの情報を入力して「登録」
をタップ

11 利用確認完了画面が表示されます 12「接続できました」が表示されたら接続
完了

2回入力する

パスワードのお知らせ

この度は、
FREE Wi-Fi PASSPORT
のご登録ありがとうござい
ます。

パスワードは
以下のとおりです。
●●●●

携帯メールアドレス

123@i.softbank.jp

123@i.softbank.jp

「携帯メールアドレス」をログインIDにする場合

2016年10月版

ログイン IDとしてご登録可能な携帯メールアドレスをご確認ください。

※パスワード発行後初回ログインまでの期限は当日中です。期限切れになった場合は、再登録が必要になります。

●初回設定方法：    から    までの操作でご利用可能です 
● 2 回 目 以 降：    の操作のみでご利用可能です 

1

8

12

　 で取得した
パスワード　
6

● ● ● ●

携帯電話事業者名 対象携帯メールアドレス

softbank.ne.jp i.softbank.jp □.vodafone.ne.jp※
disney.ne.jp　　　　

ymobile.ne.jp ymobile1.ne.jp emobile.ne.jp
emobile-s.ne.jp wcm.ne.jp y-mobile.ne.jp
willcom.com

UQコミュニケーションズ

Y!mobile

SoftBank

uqmobile.jp

au ezweb.ne.jp

docomo docomo.ne.jp

※ □は任意の英文字1字になります。



3 「022-207-8181」をコピー1 「.FREE_Wi-Fi_PASSPORT_J」
をタップ

Androidの通知バーより
タップ

2 ログイン画面で「初
めての方はこちら」
をタップ

4 「022-207-8181」を貼り付けて電話を
かける

5 マルチタスクボタン
をタップし、    の画
面を選択し、ログイ
ンページに戻るを
タップ

6 ログイン I D・パス
ワードを入力して「ロ
グイン」をタップ

7 「利用登録」を確認してください 8 性別・年代などの情
報を入力して「登録」
をタップ

9 利用確認完了画面
が表示されます 10「接続できました」が表示されたら接続

完了

携帯電話番号

アナウンスされた
初期パスワード

070XXXXXXXX

070XXXXXXXX

「携帯電話番号」をログインIDにする場合

※パスワード発行後初回ログインまでの期限は当日中です。期限切れになった場合は、再登録が必要になります。

AndroidTM版

「携帯メールアドレス」をログイン IDにする場合は次頁をご確認ください

国内携帯電話向け

自動音声応答で初期パ
スワードがアナウンス
されます。メモをお取
りください。

3

FREE Wi-Fi PASSPORTは、お客さまの携帯電話番号または携帯メールアドレスをログインIDとします。

ご利用の流れ

●初回設定方法：    から    までの操作でご利用可能です 
● 2 回 目 以 降：    の操作のみでご利用可能です 

1

6

10



1 「.FREE_Wi-Fi_PASSPORT_J」
をタップ

2 ログイン画面で「初
めての方はこちら」
をタップ

3 「こちらから」をタップ 4 携帯メールアドレス
を入力して「確認」を
タップ

5 携帯メールアドレス
登録完了画面が表示
されます

6 パスワードメールが
届きます 7 8 ログイン I D・パス

ワードを入力して「ロ
グイン」をタップ

9 「利用登録」を確認してください 10 性別・年代などの情報を入力して「登録」
をタップ

11 利用確認完了画面が表示されます 12「接続できました」が表示されたら接続
完了

2回入力する

パスワードのお知らせ

この度は、
FREE Wi-Fi PASSPORT
のご登録ありがとうござい
ます。

パスワードは
以下のとおりです。
●●●●

携帯メールアドレス

　 で取得した
パスワード　

123@i.softbank.jp

「携帯メールアドレス」をログインIDにする場合

6

2016年10月版

ログイン IDとしてご登録可能な携帯メールアドレスをご確認ください。

※パスワード発行後初回ログインまでの期限は当日中です。期限切れになった場合は、再登録が必要になります。

123＠i.softbank.jp

123＠i.softbank.jp

123@i.softbank.jp

Androidの通知バーより
タップ

マルチタスクボタンを
タップし、     の画面
を選択し、ログイン
ページに戻るをタップ 

5

●初回設定方法：    から    までの操作でご利用可能です 
● 2 回 目 以 降：    の操作のみでご利用可能です 

1

8

12

携帯電話事業者名 対象携帯メールアドレス

softbank.ne.jp i.softbank.jp □.vodafone.ne.jp※
disney.ne.jp　　　　

ymobile.ne.jp ymobile1.ne.jp emobile.ne.jp
emobile-s.ne.jp wcm.ne.jp y-mobile.ne.jp
willcom.com

UQコミュニケーションズ

Y!mobile

SoftBank

uqmobile.jp

au ezweb.ne.jp

docomo docomo.ne.jp

※ □は任意の英文字1字になります。


