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1.「Japan. Free Wi-Fi」ウェブサイトへの登録の条件等について 

項目 説明 

申請者の条件 ・原則として、訪日外国人旅行者に無料で公衆無線LANスポットの利用 
 を提供している事業者 
 （代理者による申請も可。） 

利用者の費用 ・訪日外国人旅行者の利用費用が無料であること。 
 （利用手続きの費用も含む。） 
 なお、接続時は無料で、一定期間を過ぎると有料の契約を促すものに 
 ついては対象とする。 

利用者の手続 ・訪日外国人旅行者が容易に利用できること。 
・初期画面や同意画面がある場合は、多言語による案内があること。 

シンボルマークの使用料 ・無料 

シンボルマークの使用期間 ・使用期間は設けない。 

「Japan. Free Wi-Fi」ウェブサイトへの登録条件等の概要は、以下となります。 
本ウェブサイトに登録いただくことで、併せてシンボルマークを使用することが可能となります。 

「Japan. Free Wi-Fi」シンボルマーク 1 



【手順１】 
  以下のURLの観光庁「Japan. Free Wi-Fi」ウェブサイトへアクセスします。 
 
  【URL】https://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/ 

【手順２】 
  事業者ログイン画面が表示されたら「アカウント新規作成（事業者登録）」ボタンをクリックします。 
 

2.「Japan. Free Wi-Fi」ウェブサイトへの登録方法 

既に登録済でIDとパスワードが発行されている場合は 
こちらからお入りください。 

「新規アカウント作成」入力画面に 
移行します。 

「アカウント新規作成（事業者登録）」 
ボタンをクリックします。 
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【手順３】 
  無料Wi-Fi事業者 新規アカウント作成のため必要な「必須項目」を記入します。 

事務局よりご連絡する際の 
連絡先となります。 

事務局よりIDとパスワード 
が､こちらのメールアドレス 
に送付されます。 

必須項目を記入してください。 
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【手順４】 
  無料Wi-Fi事業者新規アカウント作成のため必要な「必須項目」を記入します。 

補助金を使用する場合、または予定の方は 
「使用する」を選択してください。 

全ての「必須項目」の記入が終わりましたら、
こちらをクリックしてください。 
「確認画面」に移行します。 

使用目的によって選択してください。 

無料Wi-Fiスポットを登録する場合は「同意する」選択して 
ください。 
 
注）「同意しない」を選択されると無料Wi-Fi登録画面が 
  表示されなくなります（後で変更可能です。） 
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【手順５】 
  登録内容のご確認をお願いいたします。 

申請者情報が間違っていないかの 
確認をお願いいたします。 

問題なければこちらをクリックしてください。 
「無料Wi-Fiスポット情報登録」画面に移行 
します。 5 



【手順６】 
  無料Wi-Fiスポット情報登録画面に移行したら「必須項目」を記入します。 
  （無料Wi-Fiスポット情報登録画面は【手順４】で「同意する」にチェックを入れた場合のみ本画面に移行します。） 

登録する無料Wi-Fiのスポット名を記入して 
ください。（日本語・英語） 

登録する無料Wi-Fi設置している場所の 
情報を入力してください。 

時間制限や回数制限があれば、その条件を 
記入してください。 
特に制限がない場合は「No limit」と記入 
じてください。 

無料Wi-Fiを利用するにあたって登録やパスワ 
ード設定等が必要であれば記入してください。 
特に制限がない場合は｢to select the SSID｣ 
と記入してください。 

登録する無料Wi-FiスポットのSSIDを記入 
してください。 

｢地図で緯度経度を指定する｣をクリックして 
緯度経度の設定をしてください。 
この緯度経度を元に地図表示を行うため誤記入 
にご注意ください。 
（次ページに使い方を掲載しております。） 

多言語対応及び対応言語を選択してください。 

記入が全て終わりましたらクリックをしてください。 
フリーwifiスポット情報の確認画面に移行します。 6 



【緯度経度の登録方法】 

住所を記入して「移動する」をクリック
すると自動的に地図が移動します 

赤色のピンが目的の建物上にあること 
をご確認ください。 
ずれている場合は、緯度経度を知りた 
い場所をクリックしてください。 

表示されている場所の緯度経度を 
前画面の地図上の位置の緯度経度 
欄に反映するため、 
「設定して閉じる」をクリックし 
てください。 
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続けて別場所の無料Wi-Fiの 
スポットの登録がある場合は、 
こちらをクリックしてください。 

記入した情報が間違っていないか 
確認をお願いいたします。 

問題なければこちらをクリックしてください。 
「最終確認」画面に移行します。 

【手順7】 
  登録内容のご確認をお願いいたします。 
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問題がない場合はこちらをクリックしてください。 
 
注）こちらをクリックすると仮登録メールが登録 
  されたメールアドレスへ送信されます。 
  なお登録内容はJapan. Free Wi-Fiシンボル 
  マーク申請事務局が申請を承認・却下するまで 
  変更ができませんのでご注意ください。 

【手順8】 
  登録内容の最終のご確認をお願いいたします。 

記入した情報が間違っていないか 
最終の確認をお願いいたします。 
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こちらのURLをクリックすることで申請が完了します。 

Japan. Free Wi-Fiシンボルマーク申請事務局 
     
申請名 
○○様 
 
この度は「Japan. Free Wi-Fi」サイトへの事業者新規アカウント登録申請を頂きましてありがとうご
ざいます。 
下記の「確認用URL」を開き、申請作業を完了させてください。 
 
（注意）登録申請作業はまだ完了しておりません。 
 
[確認用URL] 
 
http://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/complete.php?t=h5s3ocnYEypP0nu2pkQBafgQ 

【手順９】 
  アカウントと無料Wi-Fiスポットの申請を行うと以下のメールがご登録されたメールアドレスに送信 
 されます。 
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事務局で承認・却下の処理が行われると 
「ID」と「パスワード」がご登録された 
メールアドレスに送られてきます。 
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【手順１０-①】 
  事務局で申請が「承認」されると、以下の2通のメールが送られてきます。 
  （メールの受信順は、1通目と2通目が逆になる場合があります。） 

＜1通目＞ 
 

   Japan. Free Wi-Fiシンボルマーク申請事務局 
 
   申請名 
   ○○様 
   日本（申請テスト） 
   日本太郎 <nippon.taro@nihon.co.jp>様 
 
   この度申請いただいたWi-Fiスポット情報の追加・編集について、 
   承認が完了しWi-Fiスポット情報を公開いたしましたので、お知らせいたします。 
 
   こちらで申請完了となります。 

これで申請登録は完了です。 

＜2通目＞ 
 
 

   Japan. Free Wi-Fiシンボルマーク申請事務局 
 
   申請名 
   ○○様 
 
   お申込みいただいた無料公衆無線LAN事業者の新規アカウント登録申請について、 
   承認が完了しましたので、お知らせいたします。 
 
   下記のURLとログイン情報からログインして頂きますと、シンボルマークの 
   ダウンロードや登録情報の変更などが行えます。 
 
   [ログインID] yyyyyyyyzzzzzz 
   [パスワード] 000000xxxxxx 
 
     ※ログイン用URL 
     http://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/ 
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＜1通目＞ 
 

   Japan. Free Wi-Fiシンボルマーク申請事務局 
 
   申請名 
   ○○様 
   この度、Wi-Fiスポット情報の追加・編集の申請をいただいておりましたが、 
   審査の結果、申請が承認不可となりましたのでお知らせいたします。 
   承認不可の理由については、下記をご確認ください。 
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
    承認不可理由 
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
           必須項目の内容に誤りがある（半角英数字など） 
 
           緯度経度に誤りがあるので緯度XX.XXXXX、経度ZZZ.ZZZZZZに修正願います。 

＜2通目＞ 
 

   Japan. Free Wi-Fiシンボルマーク申請事務局 
 
   申請名 
   ○○様 
 
   お申込みいただいた無料公衆無線LAN事業者の新規アカウント登録申請について、 
   承認が完了しましたので、お知らせいたします。 
 
   下記のURLとログイン情報からログインして頂きますと、シンボルマークの 
   ダウンロードや登録情報の変更などが行えます。 
 
   [ログインID] yyyyyyyyzzzzzz 
   [パスワード] 000000xxxxxx 
 
     ※ログイン用URL 
     http://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/ 

定型の見出し文 
却下の理由、及び 
修正点等のご連絡 

【手順１０-②】 
  事務局で申請が「却下」されると、以下の２通のメールが送られてきます。 
  （メールの受信順は、1通目と2通目が逆になる場合があります。） 
 

これで申請登録は完了です。 
12 
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【手順１】 
  以下のURLの観光庁「Japan. Free Wi-Fi」ウェブサイトへアクセスします。 
 
  【URL】https://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/ 

3. Wi-Fiスポット一括登録の方法 

登録事業者画面に移行します。 

IDとパスワードを入力して 
ログインボタンをクリックします。 

【手順２】 
  事業者ログイン画面が表示されたら、IDとパスワードを入力してログインボタンをクリックします。 
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【手順２】 
 登録事業者画面にある『Wi-Fiスポット一括登録フォーマットダウンロード』ボタンを押して 
 一括登録用フォーマットファイル（拡張子.xlsx）をダウンロードします 

一括登録用フォーマットファイル（拡張子.xlsx）が 
ダウンロードされます。 

「Wi-Fiスポット一括登録フォーマットダウンロード」 
ボタンをクリックします。 
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【手順３】 
   一括登録を行うためにはダウンロードした一括登録用フォーマットファイル（拡張子.xlsx） をCSV形式
にする必要があるため、本ファイルの拡張子を「.xlsx」から「.csv」に変換します。 
 
変更後のファイルのシートは2枚（事業者、選択肢）から1枚（事業者様向け入力フォーム）になります。 
また「カテゴリー」と「対応言語」のリスト表示が不可になります。 

拡張子を.csvに変換後はシートが一つになります。 「カテゴリー」 

拡張子変換前（.xlsx） 拡張子変換後（.csv） 

「対応言語」 

リスト表示が不可になります。 
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【手順4】 
   一括登録を行う情報を入力しリストを作成します。 

「緯度経度」は度( °)分( ′)秒( ″)表記ではなく10進法表記で 
記入します。 
 
【例】 
 緯度：35度45分５０秒 経度：１４０度２３分０４秒 
 を入力する場合は以下のように入力します。 
 

   35.76410755･140.38459652 

「対応言語」は以下のリストから選択して記入してください。 
 
 英語,繁体字,簡体字,韓国語,タイ語,その他 
 英語,繁体字,簡体字,韓国語,タイ語 
 英語,繁体字,簡体字,韓国語,その他 
 英語,繁体字,簡体字,タイ語,その他 
 英語,繁体字,簡体字,タイ語 
 英語,韓国語,タイ語 
 英語,繁体字,韓国語 
 英語,繁体字,簡体字 
 英語,簡体字,韓国語 
 英語,簡体字 
 英語,繁体字 
 英語,韓国語 
 英語,タイ語 
 英語,その他 
 英語 
 繁体字 
 その他 

「カテゴリー」は以下のリストから選択して記入してください。 
 
 空港  鉄道（車内）  鉄道（駅構内）  バス  港湾 
 飲食・小売店  ホテル  観光案内所  その他 
 移動中の休憩所（サービスエリア、道の駅等） 
 商業施設（百貨店、SC、アウトレットモール等） 
 観光スポット（景勝地等）  美術館・博物館・寺社仏閣 
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「ファイルを選択」をクリックして、 
一括登録用に作成したCSVファイルを 
選択します。 

「登録」ボタンをクリックします。 

これで申請は完了です。 

【手順５】 
 登録事業者画面の『Wi-Fiスポット一括登録（CSVに変換してください）の「ファイルを選択」』 
 をクリックして一括登録用に作成したCSVファイルを選択します。 
 

 CSVファイルを選択後、「登録ボタン」をクリックすることで申請が完了します。 
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【手順１】 
  以下のURLの観光庁「Japan. Free Wi-Fi」ウェブサイトへアクセスします。 
 
  【URL】https://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/ 

4. 共通シンボルマーク及びバナーのダウンロード方法 

登録事業者画面に移行します。 

IDとパスワードを入力して 
ログインボタンをクリックします。 

【手順２】 
  事業者ログイン画面が表示されたら、IDとパスワードを入力してログインボタンをクリックします。 
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【手順２】 
 登録事業者画面にある『共通シンボルマーク（Japan. Free Wi-Fi）およびバナーのダウンロード』から 
 シンボルマークまたはバナーをダウンロードします。 

ダウンロードしたら完了です。 

共通シンボルマーク（Japan. Free Wi-Fi） 
およびバナーのダウンロード 

いずれかのファイルを選んでダウンロードします。 
 
 ◇共通シンボルマーク（Japan. Free Wi-Fi） 
 

   ① Free Wi-Fi.JPG 
     拡張子JPGの通常画像ファイル（zipファイル） 
   ② Free Wi-Fi.ai 
     拡張子AI のイラストレーター用のシンボルマ 
     ークデータ 
 

 ◇バナー 
 

   ① Free Wi-Fi banner.JPG 
   ② Free Wi-Fi banner.ai 
 

    ①・②とも以下のバナー12種類全てが入った 
            zipファイルがダウンロードされます。 
 
【ダウンロードされるzipファイルの中身】 
 

･ハーフバナー 234px×60px（英語･簡体字入･繁体字入･韓国語入） 
･3対1長方形 300px×100px（英語･簡体字入･繁体字入･韓国語入） 
･オリジナルサイズ 544px×170px（英語･簡体字入･繁体字入･韓国語入） 
 
 
 

19 



Q1: Japan. Free Wi-Fiのロゴを使用するには、どのような手続きが必要になりますか？ 
 

A1: 申請手続きはウェブサイトで承っております。 
  以下サイトから事業者情報登録、無料公衆無線LANスポットの情報登録をして下さい。 
  サイトURL: https://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/login.php 
 
Q2: 申請者の要件はありますか？ 
 

A2: Japan. Free Wi-Fiの掲出基準を満たしている無料公衆無線LANを提供している方ならどなたでも申請が可能です。  
  Japan. Free Wi-Fiの掲出基準は以下となります。  
   ① 利用者の費用無料であること（利用手続きの費用も含む）。 
     なお、接続時は無料で、一定期間を過ぎると有料の契約を促すものについては対象とする。  
   ② 利用手続き訪日外国人旅行者が容易に利用できること。 
     なお、初期画面や同意画面がある場合は、多言語による案内情報が含まれること。 
 
Q3: 無料公衆無線LANを提供している事業者・自治体等から依頼を受け、代行して登録申請することは可能ですか？ 
 

A3: 無料公衆無線LANスポットの情報の適切な登録・更新作業が可能であれば、代行登録して頂いても構いません。 
  無料公衆無線LANスポットの情報の現行化を継続してできる体制が整っていることを重視しております。 
 
Q4: 登録申請をしましたが、どのくらいで承認されるのでしょうか？ 
 

A4: 1週間以内（営業日5日）に確認作業を完了し、承認もしくは非承認理由のメールを発信します。 
  非承認された場合は、非承認理由を確認の上、受領した事業者ID/パスワードにより事業者向けサイトにログインし、情報の編集を行って下さい。 
 
Q5: ロゴデータはどのように受領できるのですか？ 
 

A5: 申請登録後、事務局側で承認しますと、デザインデータが事業者向けサイト上（URL:https://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/login.php） 
  でダウンロードできる状態になります。  
  申請時に受領する事業者ID/パスワードで事業者向けサイトhttps://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/login.php）にログインすると、 
  ロゴデータがダウンロードできます。 
 
Q6: 登録申請後に情報が変更になった場合はどのような手続きをとればいいですか？ 
 

A6: 申請時に受領する事業者ID/パスワードで事業者向けサイト（URL:https://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/login.php）にログインし、 
  編集が行えます。 
 
Q7: 都道府県別の普及状況は確認できますか？ 
 

A7: こちらから確認出来ます。（都道府県別Wi-Fiスポット一覧サイト URL:http://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/pref.php） 

5. よくあるご質問 
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無料公衆無線LANスポット（Japan.Free Wi-Fi）シンボルマーク使用要領  
 

制定：平成27年4月1日 
最終改正：平成28年1月26日 

 
 １．目的 
   無料公衆無線LANスポットシンボルマーク（以下「シンボルマーク」という。）の公共交通機関・店舗・施設への掲示等により、外国人旅行者からの識別性を 
  向上させ、外国人旅行者の利便性を高めるとともに、外国人旅行者に情報発信を行うことを目的として定めたシンボルマークの適正使用のため、この使用要領を 
  定める。 
 
 ２．使用の基準 
  （１）このシンボルマークは、無断で使用することはできない。 
  （２）このシンボルマークの使用を国土交通省観光庁外客受入担当参事官（以下、「外客受入担当参事官」という。）から承認された者(通常使用権者)は、他人 
    にシンボルマークの使用権を譲渡することはできない。  
  （３）次の各項のいずれかに該当する場合は、いかなる場合にもシンボルマークを使用することはできない。 
   ・特定の政治、思想、宗教、募金の活動に関するものに使用すること 
   ・公序良俗に反するものに使用すること 
   ・法令・規則などに違反するものに使用すること 
   ・本要領に反して使用すること 
  （４）このシンボルマークと誤認される類似のマークは、使用してはならない。このシンボルマークは、国内外の第三者による無断使用・権利主張等を抑止する 
    ため、商標法第４条第１項第６号に掲げる商標である旨の情報提供を行っている。  
 
 ３．デザイン 
   シンボルマークのデザインについては、訪日観光に関する海外市場向けキャッチフレーズ・ロゴのデザインマニュアルに準拠する。 
    http://www.mlit.go.jp/common/000994532.pdf 
   ただし、Japan.Free Wi-Fiのロゴデザインは1種類のみで、「Japan.Free Wi-Fi」の文字を改行等することは不可。 
 
 ４．使用申請方法 
  （１）シンボルマークの使用を希望する者（原則として、訪日外国人旅行者に無料で公衆無線LANスポットの利用を提供している事業者等とする。対象となる考 
    え方は以下のとおり。） は、無料公衆無線LANスポットシンボルマーク使用申請をウェブページ （https://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/login.php）に 
    より申請するものとする。 
    なお、当該申請により提出した無料公衆無線LANスポット一覧の情報については、観光庁及び日本政府観光局（JNTO）のホームページへの掲載、本情報を 
    オープンデータとして第三者利用するなど、無料公衆無線LANスポットに関する情報発信等に活用するものとする。 
 
     ＜対象となる考え方＞ 
     訪日外国人旅行者が無料で公衆無線LAN環境を利用できること。 
     ＜条件＞ 
     １．利用者の費用 
       無料であること（利用手続きの費用も含む）。なお、接続時は無料で、一定期間を過ぎると有料の契約を促すものについては対象とする。 
     ２．利用手続き 
       訪日外国人旅行者が容易に利用できること。なお、初期画面や同意画面がある場合 は、多言語による案内があること。 

6. シンボルマーク使用要領 
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  （２）外客受入担当参事官は、内容を審査の上、本使用要領に適合すると認めた申請について、 無料公衆無線LANスポットシンボルマーク使用を承認する。申請 
     者はウェブページ上で承認 可否を確認することができる。 
  （３）外客受入担当参事官は、シンボルマークの使用申請および使用に当たって必要に応じ条件 をつけることができるものとし、また、シンボルマーク使用の承 
     認を受けた者が、本要領に違反した場合には、是正のための措置及び承認の取り消しを行うことができる。  
 
 ５．承認内容の変更  
   使用者が、承認を受けた内容について、変更しようとする場合は、あらかじめ既に登録された 無料公衆無線LANスポット情報をウェブページ 
  （https://japanfreewifi.jnto.go.jp/wifi/agent/login.php）で変更申請しなければならない。  
 
 ６．承認内容の廃止 
   ４．の規定に基づきシンボルマークの使用承認を受けた者がシンボルマークの使用を止めたときは、既にウェブページに登録された無料公衆無線LANスポット 
  情報を削除しなければならな い。 
 
 ７．使用申請の除外 
   関係府省庁が、シンボルマーク使用の目的に沿った使用及び普及活動を行う場合、又は報道関係機関が報道目的に使用する場合には、使用申請及び承認の手続 
  を省略することができる。 
 
 ８．使用料シンボルマークの使用料は、無料とする。  
 
 ９．遵守事項  
  （１）シンボルマークを使用する者（以下「使用者」という。）は、関係法規を遵守するとともに、シンボルマークの機能を損なうことのないように努めるもの 
    とする。 
  （２）第三者との係争、審判、訴訟等について要した費用は、使用者が負担するものとする。  
  （３）使用者は、シンボルマーク使用の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全 責任を負い、国土交通省に迷惑を及ぼさないよう処理するものと 
    する。 
  （４）使用者は、外客受入担当参事官から要請がある場合は、シンボルマークの使用実態の報告 等を行わなければならない。  
 
 10．使用期間 使用期間は設けない。 
 
 11．その他 
   いかなる場合にも外客受入担当参事官は、不適当と認める場合には、シンボルマークの使用を差し止めることができ、これに起因する損失補償について一切の 
  責任を負わない。なお、本要領の解釈その他の疑義は外客受入担当参事官が決定する。 
 
 12．施行月日 
   本要領は、平成27年4月1日から施行する。 
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