JAL機内エンターテインメント および
機内Wi-Fiサービス
JAL Inflight Entertainment &
Inflight Wi-Fi Service

離陸の約5分後から着陸の約5分前まで、無料の機内Wi-Fiやエンターテインメントを
ご自身の端末でご利用いただけます。

5min

Inflight Free Internet and Entertainment are available from approximately 5 minute after take-off, until 5 minute before landing.
一部の端末では接続前に限りVPNをOFFにする必要がございます。インターネット接続後はVPNをONにしてご利用いただけます。You may need to turn off VPN before accessing inflight service.
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Turn on
“Airplane Mode”

ON
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2

「機内モード」
をON

「Wi-Fi」
をON
ON

Apple製品の場合

Android製品の場合

Use iPhone or iPad

Use Android device
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JAL-WiFi

Turn on “Wi-Fi”

ワイヤレスネットワーク
から
「JAL-WiFi」
を選択
Select “JAL-WiFi” from
network

jal-wifi.com

JAL-WiFi

ここをタップしてネットワーク
にログイン

コピー

jal-wifi.com

次に進む

画面を閉じる

次に進む

ネットワークにログイン

URLをコピー

画面を閉じる

Continue

Login to network

Copy jal-wifi.com

Close window

ブラウザを開き、
URLを貼り付ける
Open your browser and
paste jal-wifi.com

PCで接続される方・こちらの手順で接続できない方は、裏面の
「 ＊ 別の接続方法」
をご参照ください。
Please see "Other Options" at reverse side of this leaflet if you use laptop or have any problems.
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ポータルサイト Portal site

インターネット
接続手順
How to connect to
Free Internet

Enter email address

インターネットに接続する

カスタマー
サポート
Customer
Support

Email address

Email address
Enter email address

音声・ビデオ通話やス
トリーミング動画はご
利用いただけない場合がござ
います。
Voice/Video call and streaming
video may not be available.

Email address
Enter email address

インターネットに接続する

メールアドレスを入力

インターネットに接続

接続完了

Enter your email address

Connect to internet

Connected

インターネットに接続する

言語選択

エンターテインメント
閲覧手順

Select
Language

How to play
Entertainment Content

すべてのプログラムを確認する

PC・タブレット版はデザインが異なります。
Site design for laptop/tablet is different.

古いバ ージョンのO S
やブラウザではご利用
いただけない場合がござい
ます。
Entertainment may not be
available on old version of
OS or browser.

再生

すべてのプログラムを確認する

作品メニューを選択

プログラムを選択

プログラムを再生

See all contents

Select content

Play content

＊

別の接続方法

Other Options 「JAL-WiFi」選択（ 3 ）後にご利用可能です。You can also use following options after selecting “JAL-WiFi”.

「JAL」
アプリで接続
Use JAL App

国内線 機内Wi-Fiサービス

右のQRコードを
スキャン

［無料］機内Wi-Fiに接続する

Scan QR code on
the right

インターネットに接続する

その他

「JAL」
アプリを開く
Open JAL app

ブラウザのURL欄に
jal-wiﬁ.com と入力

機内Wi-Fiサービス
Select “Free Wi-Fi”

その他
Select “More”

ポータルサイトに接続
Accessed to Portal Site

機内Wi-Fiに接続する
Connect to In-flight Wi-Fi

最新バージョンの
「JAL」
アプリをご利用ください。 Please use latest version of JAL app.

Enter jal-wifi.com for URL

インターネット接続に関してお困りの際には

If you have any trouble connecting to internet

お問い合わせはIntelsat社で受け付けております。 Please contact Intelsat Inc. if you have any inquiries.

カスタマーサポート

customercare@wifionboard.com

Email

Customer Care

接続できない場合 If you cannot connect
●Wi-Fiに接続できない場合は、以下の設定をご確認ください。 If you cannot connect, please check the following settings.

ブラウザ
Browser

インターネットオプション
Internet Options

Cookie

JavaScript

Privacy mode, Private browsing

受け入れる Accept

有効 Enabled

OFF

●お使いのブラウザがSafari,Chrome,Microsoft Edgeのいずれかであることをご確認ください。Please check that your browser is either Safari, Chrome, or Microsoft Edge.
●ブラウザのキャッシュ
（履歴）
をクリアすると改善する場合があります。Please clear your browser's cache.
※上記で接続できない場合は端末を再起動すると改善する場合があります。 If you’re unable to connect to Wi-Fi using the settings above, please restart your device and try again.

ご利用に関してのご注意 Conditions and precautions for use
○このサービスは通信衛星を介して提供されるため、飛行状況や天候によっては接続
が中断すること、不安定になることがありますのであらかじめご了承ください。
・Webページの表示、データのダウンロード・アップロードには時間を要する
場合がございます。
・限られた通信容量を皆さまでご利用いただくため、Skype・LINEなどの音声
通話・ビデオ通話、動画のストリーミングサービスはご利用いただけません。
・アクセスが集中するとつながりにくい場合がございます。
しばらくたってから
操作してください。
○安全上、そのほかの理由により、
日本航空では機内Ｗi-Ｆiサービスを停止する
場合がございます。
○本サービスご利用により生ずるデータの喪失、機器故障などの損害に関し、責
任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

○Inflight Wi-Fi Service is provided by using satellite communication network.
Please be aware that the mobile broadband may be interrupted or unavailable
due to the weather condition and location of the aircraft. The service may be
interrupted or temporarily suspended for a few hours maximum.
・It may take some time to open a page, upload or download highcapacity data.
・Due to the limited capacity of the satellite, any type of voice, video calls, as well as
video streaming may not be used.
○Japan Airlines may stop our inflight Wi-Fi service for safety or other reasons.
○Please note that we are not responsible for any data losses or damages of
devices that may occur while / after using our services.

セキュリティー情報 Security information
ワイヤレス接続におけるセキュリティー対策として、
仮想プライベートネットワーク(VPN)、
暗号化、
ファイアーウォールなどを使用することをお勧めします。
このサービスは無線LAN
技術を使用しています。
そのため、公衆アクセスが可能な他の無線「ホットスポット」
の使用
と同様に、本サービスのアクセスには通信傍受や不正アクセスの危険性があることをご理
解ください。本サービスを含め、
すべての無線ネットワークは、本質的にセキュリティーに対
する脆弱性を伴います。
そのため、
お客さまのご都合に応じて、本サービスの用途に合った
セキュリティー対策を講じることはお客さまの責任となります。
あらかじめご了承ください。
●iPad、
iPhone、
iTunesのロゴ、
Safariは、
米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhone
の商標は、
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
App Storeは、
Apple Inc.のサービ
Googleロゴ、
Android、
Androidロゴは、
Google Inc.の商標または登録商標です。
スマークです。●Google、
●Windows®、
Microsoft® Edgeは、
Microsoft Corporation の、
商標または登録商標です。●Wi-FiはWi-Fi
LINE株式会社の商標または登録商標です。※その他会社名、
各製品名
Allianceの登録商標です。●LINEは、
は、
一般に各社の商標または登録商標です。
また、
「QRコード」
は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

JAL SHOP
機内販売デジタルカタログ
Written in Japanese

We highly recommend Virtual Private Network (VPN), coding and/or firewall for security
purposes while using wireless connection.
This service is provided using wireless LAN technology. Please be aware that there are
possibilities of wiretapping and unauthorized access in a similar way to the use of other
wirele ss hotspots which provide public access.
All of the wireless networks as well as our services include vunerabilities. Therefore, please
note that it is each user's responsibility to have a necessary security system.

iPad, iPhone, the iTunes logo, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries.
The iPhone trademark is used under the license of Aiphone Co., Ltd. App Store is a service mark of Apple Inc. ●Google,
the Google logo, Android and the Android logo are trademarks or registered trademarks of Google Inc. ●Windows®,
Microsoft® Edge are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation. ●Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi
Alliance. ●LINE is a trademark or registered trademark of LINE Corporation. *Other company and product names are
trademarks or registered trademarks of their respective owners. “QR Code” is a registered trademark of DENSO WAVE
INCORPORATED.

●

ここでしか買えないJAL限定の逸品が勢揃い
右のQRコードを端末で読み込み、
デジタルカタログをお楽しみください。
カタログ掲載商品の購入をご希望の際には、
お近くの客室乗務員にお知らせください。
Please contact cabin attendant if you want to purchase the products listed in the catalog.

本リーフレットは、
ご使用後シートポケットにお戻しください。 Please return this leaflet to the seat pocket after use.
©2021 Japan Airlines All rights reserved. C53390

