フ レ ッ ツ・ス ポ ット

この ステッカー と ロゴ が使える場所の目印！

クイックガイド

※
「フレッツ・スポット」とは、月額利用料200円
（税抜）
でカフェや駅、コンビニ等のさまざまな場所で、Wi-Fiを使ったインター
ネット接続が利用できる公衆無線LANサービスです。

※フレッツ・アクセスサービス（フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト／ライトプラス、Ｂフレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDN）をご利用のお客さまの料金です。
フレッツ・アクセスサービスを契約されないお客さまは、月額900円（税抜）です。

本紙では、お客さまがご利用になる端末ごとに、
ご利用手順を紹介しております。

パソコン ⇒ 2ページ

スマートフォン・タブレット ⇒ 1ページ

① スマートフォン・タブレット でのご利用方法
STEP1

1

スマートフォン・タブレット
Wi-Fi規格に対応しているもの

STEP2

「設定」
を選択

■iOSの場合

1

「設定」
を選択

2

ご利用方法の解説動画はこちら

開通のご案内（お客さま情報通知書面）
郵送にてお届けしております。

フレッツ・スポットをご利用になる場所で接続をしましょう

■Androidの場合（一例）

1

ＱＲコード

必要なものを用意しましょう

Android

iOS

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

「無線とネット
ワーク」
を表示

「Wi-Fi」
を選択

★1 Wi-Fi設定方法

「Wi-Fi」
をオンに
して選択

「Wi-Fi」
をオンに
して選択

・SSID「NTT-SPOT」が表示された場合は、
パスワードに 「S2M3K」と入力してください。
・SSID「0000FLETS-SPOT」が表示された場合は、
パスワードに「FmS5KYJeBd」と入力してください。
➡ 選択したSSIDに接続状態になれば成功です。

SSIDを選択
「NTT-SPOT」
または
「0000FLETS-SPOT」

SSIDを選択
「NTT-SPOT」
または
「0000FLETS-SPOT」

パスワードを入力して
接続 ★1参照

パスワードを入力して
接続 ★1参照

Webブラウザを開き
ユーザID・パスワード
を入力 ★2参照

Webブラウザを開き
ユーザID・パスワード
を入力 ★2参照

★2 Webブラウザでの認証方法

・ユーザIDには、「開通のご案内」に記載されている「フレッツ・スポット
認証ID」を入力してください。（@e-ﬂets.jpを必ず末尾に入力ください）
・パスワードには「開通のご案内」に記載されている「フレッツ・スポット
認証パスワード」を入力してください。
➡ 認証完了画面が表示されれば成功です。

※2回目以降の接続時は、手順5は省略され、手順6は初回の入力内容が自動反映されます。（端末やWebブラウザの設定により動作が異なる場合があります。）

STEP3

Wi-Fiを使ったインターネットを楽しみましょう

1

② パソコン でのご利用方法
STEP1

1

必要なものを用意しましょう

ノートPC
Wi-Fi規格に対応している
もの

2

ＱＲコード

開通のご案内（お客さま情報通知書面）
郵送にてお届けしております。

Windows 8

https://ﬂets.com/spot/youtube/04.html

STEP2

ご利用方法の解説動画はこちら

Windows 7

https://ﬂets.com/spot/youtube/05.html

Mac OS X Mavericks

https://ﬂets.com/spot/youtube/06.html

フレッツ・スポットをご利用になる場所で接続をしましょう

■Windows 8の場合

1

デスクトップから
「設定」
を選択し、

ネットワークから
「NTT-SPOT」
または
「0000FLETS-SPOT」
を選択

2

「ネットワーク」
アイコンを選択

■Windows 7の場合

1

■Mac OS X Mavericksの場合

1

デスクトップ右上から
「Wi-Fi」
を選択

★1 Wi-Fi設定方法

4

Webブラウザを開きユーザID・
パスワードを入力 ★2参照

2

3

4

2

3

4

ワイヤレスネットワーク接続
から
「NTT-SPOT」
または
「0000FLETS-SPOT」
を選択

デスクトップから
「設定」
を選択

3

「接続」
をクリックし、
ネットワークセキュリティ
キーを入力 ★1参照

ネットワークから
「NTT-SPOT」
または
「0000FLETS-SPOT」
を選択

・SSID「NTT-SPOT」が表示された場合は、ネットワークセキュリ
ティキー／セキュリティキー／パスワードに「S2M3K」と入力
してください。
・SSID「0000FLETS-SPOT」が表示された場合は、ネットワーク
セキュリティキー／セキュリティキー／パスワードに
「FmS5KYJeBd」と入力してください。
➡ 選択したSSIDに接続状態になれば成功です。

セキュリティキーを
入力 ★1参照

パスワードを入力 ★1参照

Webブラウザを開きユーザID・
パスワードを入力 ★2参照

Webブラウザを開きユーザID・
パスワードを入力 ★2参照

★2 Webブラウザでの認証方法

・ユーザIDには、「開通のご案内」に記載されている「フレッツ・スポット
認証ID」を入力してください。（@e-ﬂets.jpを必ず末尾に入力ください）
・パスワードには「開通のご案内」に記載されている「フレッツ・スポット
認証パスワード」を入力してください。
➡ 認証完了画面が表示されれば成功です。

※2回目以降の接続時は、手順3は省略され、手順4は初回の入力内容が自動反映されます。（端末やWebブラウザの設定により動作が異なる場合があります。）

STEP3

Wi-Fiを使ったインターネットを楽しみましょう

2

■ Wi-Fi接続設定に必要な情報 ※1
入力するパスワード※2
Wi-Fiネットワーク名(SSID)が
「NTT-SPOT」に接続する場合

S2M3K

Wi-Fiネットワーク名(SSID)が
「0000FLETS-SPOT」に接続する場合

FmS5KYJeBd

※1 ご利用の端末とアクセスポイント(AP)をWi-Fiで接続する際に、
Wi-Fiネットワークの名称に応じて入力するパスワードを設定
してください。
※2 ご利用の端末ごとに呼称が異なります。
(ネットワークセキュリティキー、セキュリティキーなど)

■ フレッツ・スポットに関するお問い合わせ先
フレッツ・サポートセンタ
サービスの故障などに関する
お問い合わせ

【電話】0120-603202
※営業時間：24時間 年中無休

【ホームページ】 https://ﬂets.com/spot/

※故障修理などの対応時間は9：00〜17：00とさせていただきます。
※17：00〜翌日9：00までは、録音にて受付し順次ご対応いたします。

各種フレッツサービスの
お申し込み、料金、
契約変更、契約解除に関する
お問い合わせ

【電話】0120-116116

※営業時間：9：00〜17：00 年中無休
（年末年始を除きます）

【ホームページ】 https://ﬂets.com/spot/

サービスに関する詳細は
フレッツ光公式ホームページ
（フレッツ・スポット）

https://ﬂets.com/spot/

■ フレッツ・スポットご利用にあたっての注意事項
（1）本サービスは、ご利用になるすべての環境（OS、ドライバ、パソコンなど）での接続を保証するものではありません。また、メーカ独自の機
能・設定については機器のマニュアルなどをご確認ください。
（2）本サービスをご利用いただくためのアクセスポイントによっては、サービスがご利用いただけない時間帯があります。
（3）弊社設備などのメンテナンスなどのため、サービスを一時中断する場合があります。
（4）本サービスの料金計算期間は毎月1日から末日までとなっております。また、計算期間の途中での契約または契約解除のお申込みについて
は、該当する利用期間の日割計算額をお支払いただきます。ご契約解除などをご希望の際は、「各種フレッツサービスのお申し込み、料金、
契約変更、契約解除に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。
（5）お客さまのご利用方法やご利用環境（一部方式のVPN利用等）によっては、本サービスをご利用いただけない場合が あります。
（6）フレッツ・スポット1契約でフレッツ・スポット認証ID、フレッツ・スポット認証パスワードを1つずつご利用いただけます。複数の端末が、
同一のフレッツ・スポット認証ID、フレッツ・スポット認証パスワードを使って、同時に接続することはできません。
（7）本サービスの最新の契約内容については、弊社ホームページ(http://www.ntt-east.co.jp)に掲載している「IP通信網サービス契約約款」にて
ご確認ください。
（8）NTT西日本がサービスを提供する地域でご利用可能なフレッツ・スポットのアクセスポイントは、NTT西日本のアクセスポイント検索ページ
（http://www.e-map.ne.jp/asp/nttwest/)でご確認いただけます。なお、ご利用可能なSSIDは「NTT-SPOT」となります。
（9）本サービスはベストエフォートのため、通信速度や通信品質を保証するものではありません。
（10）重要な通信につきましては、お客さまにてSSLなどによるセキュリティ対策の強化をお願いいたします。
（11）電子レンジなどの産業・科学・医療用機器などにより、電波障害、電波干渉などが発生した場合、本サービスを一時的にご利用いただけな
いことがあります。
（12）本サービスのご利用に係わる料金・提供条件などは、変更となる場合があります。

■ 個人情報の提供について
SSID「NTT-SPOT」でのご利用にあたり、フレッツ・スポット認証IDおよびフレッツ・スポット認証パスワードをエヌ・ティ・ティ・ブロード
バンドプラットフォーム株式会社に提供させていただきます。
フレッツ・スポット クイックガイド
2014年2月 初版発行
発行：東日本電信電話株式会社（〒163-8019

東京都新宿区西新宿3-19-2）

・本冊子に記載されている内容の最新情報は、フレッツ光公式ホームページ[フレッツ・スポット](https://ﬂets.com/spot/)をご確認ください。
・Microsoft、Windows、Windows7、Windows8、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国で登録された
登録商法です。
・Macintosh、Mac OS X、Safari、iTunesは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・iPhoneは、Apple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
・IOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・当書面中の各社の登録商標または商標には、R マークまたはTMマークを表示していない場合があります。
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