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改定履歴

改定日 ver 内容

2013/4/1 1.0 新規作成

2013/8/1 2.0 P9  接続ID、パスワードの通知

差出人、メール文を変更しました。

2013/9/3 2.1 STEPを見直しました。

2013/9/30 2.2 各画面を更新しました。

2019/1/1 2.3 社名変更

2020/5/11 2.4 Windows10に対応しました。

2022/5/1 2.5 プロキシの設定方法を更新しました。
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目次

はじめに

事前作業

STEP1 ゲストアクセス専用無線LANへ接続

STEP2 ゲストアクセスにログイン

D.e-Net Wi-Fi接続に関する問い合わせ先
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はじめに： 接続完了までの全体の流れ

STEP2 ゲストアクセスにログイン

STEP1 ゲストアクセス専用無線LANへ接続 1分

利用開始まで
約3分

所要時間
の目安

事前準備 1分

1分

ゲスト管理者より登録完了通知のご案内
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◆利用端末がWindowsの場合には、事前に下記の準備が必要です。

ブラウザのプロキシーサーバーの設定が無効になっていることを確認

はじめに：はじめにお読みください

◆ゲスト管理者からWPA Key、SSID、ゲストID、パスワードを受け取ってくだ
さい。

●ご利用の端末でメール環境をお持ちの方
・予め、登録完了通知メールを受信してください。
●ご利用の端末でメール環境をお持ちでない方
・ゲスト管理者にWPA Key、ゲストSSID、ゲストID、パスワードをご確
認ください。

◆以下の環境にて動作を確認しております。
・Windows端末の場合

Internet Explorer 7.0/8.0/9.0/10.0/11.0
Microsoft Edge  95.0以降のバージョン

・iPad/iPhone端末の場合
Safari 13.X

・Android端末の場合
Android 標準ブラウザ (3.1/4.0/4.1)
Google Chrome
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はじめに：ゲスト管理者より登録完了通知のご案内

ゲストアクセスご利用のアカウント登録完了をご連絡します。
下記、デバイス接続手順に従ってご利用下さい。

========================================================
D.e-Net Wi-Fiゲスト アカウント情報 （20xx-xx-xx xx:xx:xx)
--------------------------------------------------------

ゲスト利用者様: ○○様
ゲスト組織名: ○○○

ゲストSSID: test10001denet-G
WPAキー: ********
ゲストID: ********
パスワード: ********

有効期限: 2013-**-** **:**:**

========================================================
D.e-Net Wi-Fiゲスト デバイス接続手順
--------------------------------------------------------

1. デバイスの無線LAN設定において、
SSID 【test10001denet-G】 を選択。
WPAキー 【＊＊＊＊＊＊＊＊】 を入力します。

2. Webブラウザを開きます。
「D.e-Net Wi-Fiゲスト」のログイン画面が表示されます。
ゲストID欄に ＊＊＊＊＊を入力
パスワード欄に＊＊＊＊を入力

3. ご利用上の注意事項をご覧頂き、チェックボックスをチェックし、
「ログイン」をクリック。
認証完了後、お客様のアクセスページが表示され、ご利用になれます。

以上

（１）ゲスト管理者よりD.e-Net Wi-Fiのゲストアクセス登録完了通知メール
を受信します。
※登録完了メールが届いていない場合はゲスト管理者にご確認ください。
※メール環境が無い方は事前準備へ進んでください。

（２）（１）項で受信したメールを開き、
接続用のWPA Key、SSID、ゲストID、パスワードを確認します。

以下の内容のメール受信を確認します。

差出人 ： wifiguest@tns.toyotasystems.com
件名 ： D.e-Net Wi-Fiゲストアクセス登録完了通知【返信不可】

メールを開き本文を確認



事前準備：インターネットオプションのプロキシ設定変更

※Windows端末をご利用の場合は、本事前準備を実施ください。その他端末を
ご利用の場合はSTEP1に進んでください。

（１）「Windowsキー」＋「R」を押し、
ファイル名を指定して実行画面を開きます。
「inetcpl.cpl」と入力し、「OK」をクリックします。

（３）「インターネットオプション」画面が開きます。
「接続」タブから「LANの設定」をクリックします。
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事前準備：インターネットオプションのプロキシ設定変更

（４）インターネットオプションの「接続」から「LANの設定」を
クリックします。

（５）「設定を自動的に検出する」「自動構成スクリプトを使用する」
「プロキシサーバ」のチェックをそれぞれ外します。
「OK」をクリックします。
チェックがついてない場合はこの作業は不要です。
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STEP1 ゲストアクセス専用無線LANへ接続

＜Windows 7 / Vista の場合＞

（１）ホーム画面右下の「ワイヤレスネットワーク」アイコン を
クリックします。接続するゲストSSIDを選択し、「接続」をクリック
します。
※次回以降自動接続させない場合は、「自動的に接続する」のチェック
を外してください。
※SSIDが不明な場合はゲスト管理者にお問い合わせください。

ゲストSSIDは ****denet–G です。

（２）「ネットワークに接続」ウィンドウが表示されます。
「D.e-Net Wi-Fiゲストアクセス登録完了通知」メールで送られてきた
WPA Keyを入力し、「OK」をクリックします。
※WPA Keyが不明の場合はゲスト管理者にお問い合わせください。

（３）ゲストSSID「接続」と表示されることを確認します。



9

STEP1 ゲストアクセス専用無線LANへ接続

（４）Internet Explorerを起動すると、自動的にD.e-Net Wi-Fiゲストアク
セス画面が表示されます。
※ページが表示されない場合は
https://dew-guest.d-cruise.jp/guest/guestauth.php
と入力してください。

https://dew-guest.d-cruise.jp/guest/guestauth.php
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STEP1 ゲストアクセス専用無線LANへ接続

＜Windows 8 / 10 の場合＞

（１）ホーム画面右下の「ワイヤレスネットワーク」アイコンをクリック
します。（Windows10は ） 接続するゲストSSIDをクリックします。
※SSIDが不明な場合はゲスト管理者にお問い合わせください。

※ゲストSSIDは ****denet–G です。

（２）接続確認を聞いてきますので、「接続」をクリックします。
次回以降自動接続させない場合は、「自動的に接続する」のチェック
を外してください。

（３）「D.e-Net Wi-Fiゲストアクセス登録完了通知」メールで送られて
きたWPA Keyを入力し、「次へ」をクリックします。
※WPA Keyが不明の場合はゲスト管理者にお問い合わせください。
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STEP1 ゲストアクセス専用無線LANへ接続

（４）「PCの共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続します
か？」が表示されることがあります。
公共の場所にあるネットワークへ接続する場合は、「いいえ、～」を
クリックします。ホームネットワークや社内ネットワークに接続する
場合は、「はい、～」をクリックします。

（５）ゲストSSIDに接続後、ブラウザが自動起動しD.e-Net Wi-Fiゲスト
アクセスの画面が表示されます。自動起動しない場合は手動でブラウザ
を立ち上げてください。
※ページが表示されない場合は
https://dew-guest.d-cruise.jp/guest/guestauth.php
と入力してください。

※再度ワイヤレスネットワークの
アイコンをクリックして、接続さ
れていることを確認ください。
「制限あり」と表示されますが問題ありません。

https://dew-guest.d-cruise.jp/guest/guestauth.php
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STEP1 ゲストアクセス専用無線LANへ接続

＜iPad / iPhone の場合＞

（１）ホーム画面の「設定」アイコンをタップして、「設定」画面を表示
します。「Wi-Fi」をタップして、「Wi-Fi」設定画面を表示します。

（２）「Wi-Fi」設定を「オフ」→「オン」に変更し、「ネットワークを選
択...」からゲストSSIDをタップします。
パスワード入力画面が表示されますので、「D.e-Net Wi-Fiゲストアクセ
ス登録完了通知」メールで送られてきたWPA Keyを入力し、「接続」を
クリックします。
※SSID、WPA Keyが不明の場合はゲスト管理者にお問い合わせください。

※ゲストSSIDは ****denet–G です。
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STEP1 ゲストアクセス専用無線LANへ接続

（３） ゲストSSIDに✓が入り、画面上部に が表示されます。

（４）ホーム画面から「Safari」アイコンをタップします。
自動的にD.e-Net Wi-Fiゲストアクセス画面が表示されます。
※ページが表示されない場合は
https://dew-guest.d-cruise.jp/guest/guestauth.php
と入力してください。

https://dew-guest.d-cruise.jp/guest/guestauth.php
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STEP1 ゲストアクセス専用無線LANへ接続

＜Androidの場合＞

（１）ホーム画面の「設定」アイコンをタップして、「設定」画面を表示
します。「Wi-Fi」をタップして、「Wi-Fi」設定画面を表示します。

（２）「Wi-Fi」設定を「オフ」→「オン」に変更し、「ネットワークを選
択...」からゲストSSIDをタップします。
パスワード入力画面が表示されますので、「D.e-Net Wi-Fiゲストアクセ
ス登録完了通知」メールで送られてきたWPA Keyを入力し、「接続」を
クリックします。
※SSID、WPA Keyが不明の場合はゲスト管理者にお問い合わせください。

※ゲストSSIDは ****denet–G です。
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（２）自動的にD.e-Net Wi-Fiゲストアクセス画面が表示されます。
※ページが表示されない場合は
https://dew-guest.d-cruise.jp/guest/guestauth.php
と入力してください。

（３）画面上部に が表示されていることを確認してください。
確認後、ホーム画面から「ブラウザ」アイコンをタップします。

STEP1 ゲストアクセス専用無線LANへ接続

https://dew-guest.d-cruise.jp/guest/guestauth.php
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（１）「D.e-Net Wi-Fiゲストアクセス登録完了通知」メールで送られて
きたゲストIDとパスワードを入力し、確認事項のチェックボックスを
チェックして、「ログイン」をクリックします。
※ゲストIDとパスワードが不明な場合はゲスト管理者にご確認ください。

STEP2 ゲストアクセスにログイン

（２）インターネットへ接続が可能です。

以上でD.e-Net Wi-Fiゲストアクセス完了となります。
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◆問合せ窓口

株式会社トヨタシステムズ

カスタマーセンター

ＴＥＬ：0120-202-399 （24時間受付）

メール：helpdesk@tns.toyotasystems.com

D.e-Net Wi-Fi接続に関する問合せ先


