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富岡市における外国人観光客向けＦＲＥＥ Ｗｉ-Ｆｉサービスの提供開始について 

 

 

  富岡市観光協会（会長：岩井 賢太郎）及び東日本電信電話株式会社 群馬支店（支店長： 原 明 以

下、「ＮＴＴ東日本」）は、ＮＴＴ東日本が提供する公衆無線ＬＡＮアクセスサービス「光ステーション」
※１によるＷｉ-Ｆｉ環境の整備を協働で進めてまいります。 

富岡市は、平成 26 年 4 月 26 日にＩＣＯＭＯＳ（イコモス）※2による勧告がなされ世界遺産登録に大き

く前進した「富岡製糸場」や、日本三大奇勝「妙義山」を有する地域特性を活かし、外国人観光客の誘客

と受入れ環境の整備に取組んでおり、外国人観光客から特にニーズの高い無線ＬＡＮインターネット環境

について、今回、ＮＴＴ東日本の「外国人観光客向けＦＲＥＥ Ｗｉ-Ｆｉサービス」を平成 26 年 5 月 1 日

（木）より提供開始いたします。 

 

１．目的 

近年、外国人観光客数は増加傾向にあり、平成 25 年には、統計を開始して以来初めて年間来訪者数 1,000

万人を突破いたしました。その中で、外国人観光客の滞在中の情報源としてスマートフォンの活用が急増

しているほか、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等ＳＮＳサービスへの情報発信等が活発化してきています。そのような

中、国内外の観光客から無線ＬＡＮインターネット環境に関する要望が高まってきており、今後更なる観

光客の増加が想定される富岡市でも環境整備が急務となっています。 

こうした背景を踏まえ、富岡市観光協会及びＮＴＴ東日本が連携し、「観光客の満足度向上」「Ｗｉ-Ｆｉ

を活用した観光活性」を目的として、「外国人観光客向けＦＲＥＥ Ｗｉ-Ｆｉサービス」を提供開始するこ

とで、利便性及び満足度の向上を図り、富岡市全体の外国人観光客の増加及び周遊促進による観光活性を

目指します。 

 

 

 ＜参考＞外国人旅行者が旅行中に困ったこと（複数回答、Ｎ＝４７９） 

[出典] 観光庁「外国人旅行者の日本の受入環境に対する不便・不満」（平成 24 年 3 月 14 日） 
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２．実施概要 

90 日以内の日本入国履歴をパスポート等で確認出来た方を対象に、光ステーション設置エリア※３におい

て 2週間無料でＷｉ-Ｆｉインターネットを利用できる専用の「ＩＤ／ＰＡＳＳカード」を、富岡市内の観

光案内所等で配布いたします。また、富岡市内の光ステーション設置エリアの店舗・施設等へ「ＦＲＥＥ 

Ｗｉ-Ｆｉステッカー」を貼付し、サービスの認知拡大を図ります。 

 

 

■「ＩＤ／ＰＡＳＳカード」イメージ 

             

   
 

 

■ 「ＦＲＥＥ Ｗｉ-Ｆｉステッカー」イメージ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ＩＤ／ＰＡＳＳカード配布開始日 

平成 26 年 5 月 1日（木） 

 

 

 

 

 



４．ＩＤ／ＰＡＳＳカード配布場所 

  ・富岡製糸場 

  ・上州富岡駅 

  ・お富ちゃん家 

  ・まちなか交流館（宮本町） 

  ・まちなか交流館（仲町） 

  ・富岡市役所  （平日：2F 商業観光課/土日祝日・年末年始：1F 受付） 

  ・富岡商工会議所  （平日のみ） 

  ・上毛新聞社 富岡支局 

 

 

５．利用方法 

  配布されたＩＤ／ＰＡＳＳカードに記載されているＩＤ・パスワードを、スマートフォン等Ｗｉ-Ｆｉ端

末へ設定いただくことで、2週間無料でＷｉ-Ｆｉインターネット接続をご利用いただけます。 

 

 

６．今後の展開 

富岡市は現在、更なる観光活性を目的に富岡製糸場と妙義山との連携や群馬県を始めとする、関係市町村

等との広域連携を展開しています。今後はＷｉ-Ｆｉインターネット接続等を活用したさらなる観光の活性

を図ってまいります。 

 

 

※１ 光ステーションとは、ＮＴＴ東日本が提供する、店舗・施設等のオーナー様向け公衆無線ＬＡＮアク

セスサービスです。「外国人観光客向けＦＲＥＥ Ｗｉ-Ｆｉサービス」以外でも、お手持ちのＷｉ-

Ｆｉ端末で、店舗・施設のおすすめ情報を閲覧できる「フレッツ・ポータル」への接続及び時間限定

での無料Ｗｉ-Ｆｉインターネット接続ができます。無料インターネットのご利用は1端末につき1日2

回 大15分ずつです。詳細はサイト（http://flets.com/hikaristation/）をご覧ください。 

※２ International Council on Monuments and Sites（イコモス）：国際記念物遺跡会議。文化財の保存、

修復、再生などを行う国際非政府間組織（ＮＧＯ）。ＵＮＥＳＣＯ（ユネスコ）の記念物および遺跡

の保護に関する諮問機関。 

※３ 富岡市内の光ステーション設置エリアについては、【別紙】をご確認ください。富岡市以外の場所で 

あっても、ＮＴＴ東日本管内の光ステーション設置エリアであれば、ＩＤ／ＰＡＳＳカードを利用し 

たＷｉ-Ｆｉインターネット接続が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆本件に関するお問い合わせ先 

富岡市観光協会 

 TEL  ：0274-62-1511 

 Mail ：kankou@city.tomioka.lg.jp 

ＮＴＴ東日本 群馬支店 

 TEL  ：0120-811257 

   Mail ：hanki-arasui@ml.gunma.east.ntt.co.jp 



【別紙】富岡市「光ステーション」設置エリア（平成 26 年 3 月末現在、順不同） 

  エリア名 住所 業種 

1 さくら観光株式会社 群馬県富岡市富岡１００９  宿泊・旅行 

2 パル やまき 群馬県富岡市富岡１０３４  美容・ファッション 

3 花見せんべい 群馬県富岡市富岡１０６０－４  グルメ 

4 ひらのや写場 群馬県富岡市富岡１０６２  趣味 

5 吉田七味店 群馬県富岡市富岡１０７１  ショッピング 

6 五郎 群馬県富岡市富岡１０８１  グルメ 

7 富岡観光 群馬県富岡市富岡１０８８－３ 富岡観光（株） その他 

8 コトブキヤ 群馬県富岡市富岡１０９８  美容・ファッション 

9 かさはら 群馬県富岡市富岡１１１１  美容・ファッション 

10 富岡商工会議所 群馬県富岡市富岡１１３０ 富岡商工会議所 その他 

11 富岡商店街サービス事業協同組合 群馬県富岡市富岡１１３０ 富岡商工会議所 その他 

12 ギフト よこやま 群馬県富岡市富岡１１５０  その他 

13 まちなか観光物産館（お富ちゃん家） 群馬県富岡市富岡１１５１  ショッピング 

14 絹工房 群馬県富岡市富岡１１５２  その他 

15 扇屋菓子舗 群馬県富岡市富岡１１７３－１  グルメ 

16 イマイポンプ 群馬県富岡市富岡１２１０－４  その他 

17 割烹 山石 群馬県富岡市富岡１２６３  その他 

18 mana hair 群馬県富岡市富岡１３６４ ゼネラルコーポ１０７号 その他 

19 Reason 群馬県富岡市富岡１３６４ ゼネラルコーポ１０７号 美容・ファッション 

20 堀田屋商店 群馬県富岡市富岡１４２２  暮らし 

21 画材 額縁 美術教材 マルフク 群馬県富岡市富岡１４３２  趣味 

22 田島屋そば店 群馬県富岡市富岡１５７９－１  グルメ 

23 marzo 群馬県富岡市富岡１５８８－６  グルメ 

24 富岡駅 群馬県富岡市富岡１５９９ 上州富岡駅 その他 

25 ル リアン 群馬県富岡市富岡１６－１ 富岡ウイング２１Ｃ号 グルメ 

26 日本料理 ときわ荘 群馬県富岡市富岡１７２９－１  グルメ 

27 吉田印刷工業株式会社 群馬県富岡市富岡１７６０  その他 

28 上毛新聞社 富岡支局 富岡市富岡４５－１ 上毛新聞社富岡支局 その他 

29 エレガンス富岡店 群馬県富岡市富岡５０１ フォリオ富岡＜エレガンス美容室＞ 美容・ファッション 

30 有限会社 信州屋 群馬県富岡市富岡５１  グルメ 

31 カフェ・ドローム 群馬県富岡市富岡５１－４  グルメ 

32 一之宮貫前神社 群馬県富岡市一ノ宮１５３５  その他 

33 片庭銅鉄株式会社 富岡営業所 群馬県富岡市宇田１３２－２  その他 

34 三晃 群馬サファリ店 群馬県富岡市岡本１ 群馬サファリワールド その他 

35 群馬サファリ 遊園地 群馬県富岡市岡本１ 群馬サファリワールド レジャー・スポーツ 

36 PRO グラスランド 群馬県富岡市下高瀬２３８－１  自動車・バイク 

37 ファッションへアーなかやま 群馬県富岡市下高尾１１８８－１  美容・ファッション 

38 ヘアーサロン・ミスズ 理・美容室 群馬県富岡市下丹生１５１－１  美容・ファッション 



39 
ぐんまジャイアント 

総合クレー・ライフル射撃場 
群馬県富岡市桑原６０４  その他 

40 モテキオート 群馬県富岡市君川１６９－１  自動車・バイク 

41 カー吉 群馬県富岡市黒川５１７－１  自動車・バイク 

42 株式会社 ヨコタ富岡西 SS 群馬県富岡市上小林４３７  自動車・バイク 

43 富士スバル 富岡店 群馬県富岡市曽木１０５  自動車・バイク 

44 群馬ダイハツ自動車（株） 富岡店 群馬県富岡市曽木３４－１  自動車・バイク 

45 晴れたり曇ったり 群馬県富岡市曽木３９３－５  グルメ 

46 深川電気 群馬県富岡市相野田１４－１  その他 

47 中高瀬保育園 群馬県富岡市中高瀬４１３  その他 

48 （有）岩井自動車 群馬県富岡市中高瀬６７８－３  自動車・バイク 

49 （株）櫻井食品商事 群馬県富岡市中高瀬８２４  その他 

50 （有）幸喜 群馬県富岡市田篠１１１５－２  住まい・不動産 

51 富岡地区建設業協会 群馬県富岡市田島３４８－３  公共機関・団体 

52 コシバ電機株式会社 群馬県富岡市南蛇井４９５－９  その他 

53 有限会社 雅工業 群馬県富岡市妙義町下高田１７０９  その他 

54 （株）安藤製作所 群馬県富岡市妙義町下高田３６１９  その他 

55 有限会社 田村製作所 群馬県富岡市妙義町下高田７７８－２  その他 

56 鍵屋商店 群馬県富岡市妙義町行沢１０５  その他 

57 バーバー モテキ 群馬県富岡市妙義町諸戸２８－２  美容・ファッション 

58 たばこや商店 群馬県富岡市妙義町上高田４１６－６  ショッピング 

59 妙義産業 群馬県富岡市妙義町菅原１７４５－４  その他 

60 佐藤建設 群馬県富岡市妙義町大牛４７８  その他 

61 株式会社 司技研 群馬県富岡市妙義町八木連８８１－１  その他 

62 清水建築 群馬県富岡市妙義町北山２２５  その他 

63 （有）のがみ苑 群馬県富岡市野上２５６８－２  グルメ 

 


