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New characterizations of log-concavity
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Qualitative space-time homogenization for nonlinear di!usion
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Singular Neumann boundary problems for a class of fully nonlinear

parabolic equations in one dimension
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• ௗऔࢢॴͷॴ
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1189597043023/index.html

• ௗऔࢢॴͰ free wi-fi ɽ͢·͕͑

https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1424151355519/index.html
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Windows 
Vista/XP

Windows 
8.1/8/7

ゲーム機をお使いの方は、裏面を参照してください。

FREESPOT

接続ガイド
パソコン・
スマートフォン編

タスクトレイのワイヤレス
ネットワーク接続のアイコ
ンをクリックし、「ネットワー
クに接続」（または「利用で
きるワイヤレスネットワーク
の表示」）をクリックします。

「'freespot’=SecurityPassw
ord（AES）」を選択し、「接続」
をクリックします。

「freespot」と入力し、［接
続］をクリックします。

タスクトレイのワイヤレスア
イコンをクリックします。

「’freespot’=SecurityPassword
（AES）」を選択し、［接続］をク
リックします。

「freespot」と入力し、［次へ］
（または［OK］）をクリックし
ます。
共有に関するメッセージ
（例：「このネットワーク上の
PC、デバイス、コンテンツを
探し、プリンターやTVなどの
デバイスに自動的に接続し
ますか？」など）が表示され
たら、「いいえ」をクリックし
ます。

iOS AndroidMac

裏面の「メール認証を行う」を参照して、設定を行ってください。

1

2

3

1

2

3

正常に接続が完了したら、ブ
ラウザー(Internet Explorer
など)を開きます。

1 画面右上のワイヤレスアイ
コンをクリックします。

「'freespot’=SecurityPassw
ord（AES）」を選択します。

2

3「freespot」と入力し、［接
続］をクリックします。

正常に接続が完了したら、ブ
ラウザー(Internet Explorer
など)を開きます。

正常に接続が完了したら、ブ
ラウザー(Safariなど)を開き
ます。

1 「設定」をタップし、
「Wi-Fi」をタップしま
す。

2「'freespot’=Security
Password（AES）」を
選択します。

3「freespot」と入力し、
［接続］をタップしま
す。

正常に接続が完了し
たら、ブラウザー
(Safariなど)を開きま
す。

1 「設定」をタップし、
「Wi-Fi」をタップしま
す。

2「'freespot’=Security
Password（AES）」を
選択します。

3「freespot」と入力し、
［接続］をタップしま
す。

正常に接続が完了し
たら、ブラウザーを開
きます。



本紙右側の「メール認証を行う」を参照して、
設定を行ってください。

「ネットワーク設定」を
開きます。

［ インフラストラク
チャーモード］＞［新し
い接続の作成］を選択
します。

［検索する］を押し、表
示されたSS I Dから「 ’
freespot’=SecurityPa
ssword(AES)」を選択
します。

メール認証を行う FREESPOTに接続してブラウザーを開いたら、
以下の手順でメール認証を行います。

認証の有効期限は最大6ヶ月です。
FREESPOTの最終利用日から6ヶ月経過すると、自動的に登録が無効になります。

ニンテンドー3DS™ LL/3DSは、設定不要です。
ニンテンドー3DS™  LL/3DSは、FREESPOTのエリア内に入ると自動的に接続するため、設定を
行うことなくインターネットに接続できます。
※インターネットブラザーは使用できません。

ゲーム機・
メール認証編

FREESPOT

接続ガイド

PSP
 「プレイステーション・ポータブル」 

PS Vita

パソコン、スマートフォンをお使いの方は、裏面を参照してください。

® ®

※“プレイステーション”および“PS Vita”、“PSP”は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標または登録商標です。
※ニンテンドー3DS™ は任天堂の商標です。

  （右）を数回押し、○
ボタンを押して設定を
保存したら、「接続テス
トをする」を押します。
接続テストに成功した
ら、元の画面に戻って
ブラウザーを開きま
す。

1

2

3

  （右）を数回押し、「WPA
キー」欄が表示された
ら、「freespot」と入力し
ます。

4

5

「設定」をタップし、「は
じめる」をタップします。

1

［ネットワーク］＞［Wi-Fi
設 定 ］をタップし、「 ’
freespot’=SecurityPa
ssword(AES)」を選択
します。

2

3 「f r e e s p o t」と入力し、
STA R Tボタンを押しま
す。

正常に接続が完了した
ら、ブラウザーを開きま
す。

1 ブラウザーに表示されている画面に従って設定を行います。
利用許諾書を読み、「同意する」を選択してください。

2 「メール認証方式」、「メールソフトを
使って登録」を選択し、［メールを送
信］をクリックします。
メール作成画面が開くので、編集せず
にそのままメールを送信してください。

3 受信したメールに記載されているURL
をクリックすると、登録が完了し、イン
ターネットに接続できるようになりま
す。

「メール認証方式」、「メールアドレスを
入力して登録」を選択し、その場で受信
できるメールアドレスを入力して［送
信］をクリックします。

パソコンやスマートフォンなど、
メールソフトが搭載されている機器の場合

ゲーム機など、メールソフトが
搭載されていない機器の場合

受信したメールに記載されている4桁
のパスワードを、パスワード入力欄に
入力します。［送信］をクリックすると、
登録が完了し、インターネットに接続で
きるようになります。

2

3

２回目以降にアクセスするときは
一度登録した機器で２回目以降にアクセスするときは、認証の有効期間内であれば上記の
メール認証手順は不要です。そのままインターネットに接続できます。


