
平成 21 年 10 月 27 日 

 
「スターバックス コーヒー」店舗での「フレッツ・スポット」の提供開始について 

～より多くのお客様に外出先で快適高速ブロードバンドを～ 
 

■NTT東日本は、公衆無線ＬＡＮサービス「フレッツ・スポット」のサービスエリアを拡大し、平成21年11月 

1日（日)より「スターバックス コーヒー」の一部店舗でサービス提供を開始いたします。 

■今後、より多くのお客様に、より多くの場所でより快適に高速・定額なインターネット等をご利用いただけ

るよう、「フレッツ・スポット」を提供する「スターバックス コーヒー」店舗の拡大を図ってまいります。 
 

 
１． 提供の背景と概要 

NTT 東日本は、オフィスや家庭と同様に駅・空港・ホテル・カフェ等の外出先でも、高速ブロードバンド環

境を定額料金でご利用いただける公衆無線 LAN サービス「フレッツ・スポット」※1
（以下、本サービス）を提

供しています。 

このたび全国に店舗を展開しているスターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都

渋谷区）の「スターバックス コーヒー」店舗にて本サービスを提供することで、お客様により多くの場所でよ

り快適な時間を過ごしていただけるとの考えから、「スターバックス コーヒー」の一部店舗において平成

21 年 11 月 1 日（日）より本サービスの提供を開始します。 

※1 「フレッツ・スポット」のサービス概要等については、【別紙 1】をご参照ください。 

 
２．提供開始日 

平成 21 年 11 月 1 日（日） 

 
３．サービス提供店舗 

  「スターバックス コーヒー」店舗のうち、東京都港区、千代田区、中央区、新宿区、渋谷区を中心とした

一部店舗（94 店舗）からサービス提供を開始し、順次本サービス提供店舗の拡大を図ってまいります。※2 

※2 本サービスがご利用可能な店舗には、下記表示がございます。平成 21 年 11 月 1 日からご利用可能な店舗は【別紙 2】をご参照ください。 

 
 



  

【別紙1】サービス概要について
 
 

１．サービス概要 

「フレッツ・スポット」は、駅・空港等の交通拠点、大手フランチャイズ店舗等お客さま生活動線上にお

いて、全国約9,000箇所※１のアクセスポイントを介して、最大54Mbps※2の無線LANにより、高速・定額

でインターネット接続等をご利用いただけるブロードバンドサービスです。 

※1 平成21年11月1日現在。なお、ＮＴＴ東日本のアクセスポイントは約4,800箇所となります。 

※2  最大54Mbpsとは、当社が採用している無線規格（IEEE802.11b/g）の規格上の最大値であり実効速度を示すものではありません。  

 
 
２．アクセスポイント設置状況 
 「フレッツ・スポット」のアクセスポイント設置場所等については下記公式ホームページをご覧ください。 

【 NTT 東 日 本 フ レ ッ ツ 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ ( フ レ ッ ツ ・ ス ポ ッ ト ) 】 
http://flets.com/spot/ap/ap_search_s.html 

 
３．提供料金 

（１）月額利用料 

お客様の契約状況 月額利用料※5 契約料 

フレッツ・アクセスサービス※3
をご契約されているお客様 800 円※4

 (税込 840 円) 不要 

フレッツ・アクセスサービス※3
をご契約されていないお客様 900 円 (税込 945 円) 800 円 （税込 840 円） 

  
※3 NTT 東日本が提供するフレッツ 光ネクスト、B フレッツ、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDN 
※4 このほかに、フレッツ・アクセスサービスの月額利用料が必要となります。  
※5 別途フレッツ・スポット対応プロバイダ利用料が必要となる場合があります。 



  

（２）工事費 

お申し込み方法 新規申し込み時 変更申し込み時※6 

「フレッツ・スクウェア」 、「フレッツ・スクウェア ネクスト」 
サービス申込受付ページからのお申し込み 

2,000 円 
(税込 2,100 円) 無料 

電話等、上記以外のお申し込み 2,000 円 
(税込 2,100 円) 

2,000 円 
(税込 2,100 円) 

※6 次の場合は変更申し込みが必要となります。①サービスプラン（通常プラン、高セキュリティプラン）を変更する場合、②本サービスのご利   

用にあたり、接続するパソコン等の MAC アドレス（パソコン等の端末ごとに固有の ID）を予めご登録いただきますが、登録後、ご利用にな

るパソコン等を変更もしくは追加する場合。 

 
４．ご利用条件 

（１）必要となる機器 

 Wi-Fi 認定済みの機器で、フレッツ接続ツールなどの PPPoE ソフトウェアがインストール可能な機器、     

あるいはPPPoE機能をサポートしている機器が必要となります。なお、機器条件等の詳細については

下記公式ホームページをご覧ください。 

  【NTT 東日本フレッツ公式ホームページ(フレッツ・スポット）】 http://flets.com/spot/device.html 

    
 （２）対応ＩＳＰ事業者 

  インターネット接続をご利用いただくためには、ご利用されるアクセスポイントのエリアにおいて、ご利

用のプロバイダがフレッツ・スポットに対応している必要があります。 対応プロバイダ等の詳細につい

ては下記公式ホームページをご覧ください。 

  【NTT 東日本フレッツ公式ホームページ(フレッツ・スポット）】 http://flets.com/spot/pbd.html 
 
 



  

【別紙２】 11 月 1 日（日）にサービス提供開始する「スターバックス コーヒー」店舗一覧（94 店舗) 
 
■ 東京都港区 
店舗名 住所 

愛宕グリーンヒルズ店 東京都港区愛宕 2-5-1ＭＯＲＩ タワー（愛宕グリーンヒルズ） 

虎ノ門２丁目タワー店 東京都港区虎ノ門 2-3-17 虎ノ門２丁目タワー 

神谷町駅前店 東京都港区虎ノ門 3-18-16 虎ノ門菅井ビル 

城山ガーデン店 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー 

TSUTAYA 神谷町駅前店 東京都港区虎ノ門 5-2-5 神谷町 MT コート 1F 

田町駅西口店 東京都港区芝 5-33-8 第一田町ビル 1F 

芝大門店 東京都港区芝公園 2-3-4 ホテルコンソレイユ芝・東京 

新橋駅前店 東京都港区新橋 2-19-3 カシケイビル 1F 

アークヒルズ店 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 1F 

フォーシーズ溜池山王ビル店 東京都港区赤坂 2-10-11 フォーシーズ溜池山王ビル 

赤坂溜池タワー店 東京都港区赤坂 2-17-1 赤坂溜池タワー 

赤坂 Biz タワー店 東京都港区赤坂 5-3-1 

赤坂サカス店 東京都港区赤坂 5-3-6 

ゆりかもめ新橋駅店 東京都港区東新橋 1-1-8 

カレッタ汐留店 東京都港区東新橋 1-8-2 カレッタ汐留（区画番号 B41） 

南青山２丁目店 東京都港区南青山 2-26-37ＮＸＢ青山 1F 

青山骨董通り店 東京都港区南青山 5-10-1 八品館 1F 

南青山骨董通り店 東京都港区南青山 5-4-27 ジブラルタ生命南青山ビル 

広尾有栖川公園前店 東京都港区南麻布 5-16-6 

白金高輪店 東京都港区白金 1-17-2-102 白金アエルシティ 

六本木ヒルズ ウエストウォーク ラウンジ店 東京都港区六本木 6-10-1 

六本木ヒルズ ウエストウォーク店 東京都港区六本木 6-10-1 森タワー 

六本木７丁目店 東京都港区六本木 7-14-1 東李閣ビル 1F 

 
■ 東京都千代田区 
店舗名 住所 

竹橋パレスサイド店 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 竹橋パレスサイドビルディング 1F 

山王パークタワー店 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー B1F 

赤坂プルデンシャルタワー店 東京都千代田区永田町 2-13-10 

新丸ビル店 東京都千代田区丸の内 1-5-1 新丸の内ビル B1F 

ＪＲ東京駅日本橋口店 東京都千代田区丸の内 1-9-1 丸の内中央ビル 

丸の内ビル店 東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 

丸の内三菱ビル店 東京都千代田区丸の内 2-5-2 三菱ビル 

丸の内新東京ビル店 東京都千代田区丸の内 3-3-1 丸の内新東京ビル 

北の丸スクエア店 東京都千代田区九段北 1-13-12 北の丸スクエア 

麹町店 東京都千代田区麹町 3-2-5 垣見麹町ビル別館 1F 

水道橋西通り店 東京都千代田区三崎町 2-4-5 カサグランデ水道橋 1F 

秋葉原駅前店 東京都千代田区神田佐久間町 1-6-5 

お茶の水村田ビル店 東京都千代田区神田駿河台 2-5 村田ビルディング 1F 

神田小川町２丁目店 東京都千代田区神田小川町 2-5-5 紀陽東京ビル 1F 

淡路町駅前店 東京都千代田区神田淡路町 1-2 クリスタルビル 

大手町ビル店 東京都千代田区大手町 1-6-1 大手町ビル 



  

 
大手町東京サンケイビル店 東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル B1 階 

ＫＤＤＩ大手町ビル店 東京都千代田区大手町 1-8-1ＫＤＤＩ大手町ビル 1F 

新大手町ビル店 東京都千代田区大手町 2-2-1 新大手町ビル 

NBF 日比谷ビル店 東京都千代田区内幸町 1-1-7NBF 日比谷ビル 

日比谷シティ店 東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビルヂング B1F(B132) 

飯田橋アイガーデンテラス店 東京都千代田区飯田橋 3-10-9 アイガーデンテラス 

TSUTAYA 有楽町マルイ店 東京都千代田区有楽町 2-7-1 

 
■ 東京都中央区 
店舗名 住所 

銀座松屋通り店 東京都中央区銀座 3-7-14ＥＳＫビル 1F 

東銀座店 東京都中央区銀座 5-15-8 時事通信ビル 

銀座ファイブ店 東京都中央区銀座 5 丁目 1 番先 

銀座みゆき通り店 東京都中央区銀座 6-11-4 ニックス銀座ビル 1F 

銀座コリドー通り店 東京都中央区銀座 7-2-22 銀座同和ビル 

晴海 トリトンスクエア店 東京都中央区晴海 1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーX 

築地駅前店 東京都中央区築地 2-12-8 喜津禰ビル 1F 

日本橋メトロピア店 東京都中央区日本橋 1-3-11 銀座線日本橋駅構内 

茅場町店 東京都中央区日本橋茅場町 1-12-2 樋口本店ビル 1F 

日本橋スルガビル店 東京都中央区日本橋室町 1-7-1 スルガビル 1F 

小伝馬町駅前店 東京都中央区日本橋小伝馬町 3-9 小伝馬町ステーションビル 

人形町店 東京都中央区日本橋人形町 3-6-7 人形町共同ビル 1F 

日本橋本町店 東京都中央区日本橋本町 2-4-5 扶桑日本橋ビル 1F 

八重洲さくら通り店 東京都中央区八重洲 1-6-3 小鉄ビル 

八重洲地下街店 東京都中央区八重洲 2-1 八重洲地下街 中 3 号 

八重洲アーバンスクエア店 東京都中央区八重洲 2-4-13 アーバンスクエア八重洲 1F 

 
■ 東京都新宿区 
店舗名 住所 

西武新宿 PePe 店 東京都新宿区歌舞伎町 1-30-1 西武新宿 PePe 

新宿サブナード店 東京都新宿区歌舞伎町 1 丁目サブナード 1 新宿サブナード 

四谷 3 丁目店 東京都新宿区四谷 2-14-4 ミツヤ四谷ビル 1F 

慶應義塾大学病院店 東京都新宿区信濃町 35 慶應義塾大学病院 

新宿 3 丁目店 東京都新宿区新宿 3-11-6 エクレ新宿 1F 

新宿 Isetan Girl 店 東京都新宿区新宿 3-14-1 

新宿マルイ本館 2 階店 東京都新宿区新宿 3-30-13 新宿マルイ本館 2 階 

新宿マルイ本館 8 階店 東京都新宿区新宿 3-30-13 新宿マルイ本館 8 階 

新宿ダイアンビル店 東京都新宿区新宿 3-36-6 大安ビル 1F 

ルミネ新宿店 東京都新宿区西新宿 1-1-5 ルミネ１ 新宿 

新宿野村ビル店 東京都新宿区西新宿 1-26-2 新宿野村ビル B1F 

新宿三井ビル店 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビルディング 

新宿グリーンタワービル店 東京都新宿区西新宿 6-14-1 新宿グリーンタワー 

西新宿三井ビル店 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 

 
 



  

■ 東京都渋谷区 
店舗名 住所 

恵比寿ガーデンプレイス店 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 

恵比寿ユニオンビル店 東京都渋谷区恵比寿南 1-2-10 エビス ユニオンビル １F 

アトレ恵比寿店 東京都渋谷区恵比寿南 1-5-5 アトレ恵比寿 

渋谷セルリアンタワー店 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー 

渋谷 2 丁目店 東京都渋谷区渋谷 2-9-8 マトリクス・ワン ビル 

原宿店 東京都渋谷区神宮前 1-8-6 玉上ビル 1F 

表参道 B－SIDE 店 東京都渋谷区神宮前 5-11-2B－SIDE 1F 

神宮前 6 丁目店 東京都渋谷区神宮前 6-17-11 

渋谷ファイヤー通り店 東京都渋谷区神南 1-12-10 

千駄ヶ谷店 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-11-1 新光第一ビル １Ｆ 

北参道店 東京都渋谷区千駄ケ谷 3-39-9IBF-PLANNING ビル 

代々木店 東京都渋谷区代々木 1-38-7  

新宿南口店 東京都渋谷区代々木 2-13-8 エスト新宿ビル 

 
■ 東京都豊島区 
店舗名 住所 

マルイシティ池袋店 東京都豊島区西池袋 3-28-13 

池袋サンシャイン通り店 東京都豊島区東池袋 1-20-5 

大塚駅前店 東京都豊島区北大塚 2-13-1Ｇ.Ｈ.Ｙ.ビル 

 
■ 東京都大田区 
店舗名 住所 

羽田空港第 1 ターミナル マーケットプレイス 3 階店 東京都大田区羽田空港 3-3-2 東京国際空港第 1 ターミナルビルマーケットプレイス 3F

アトレ大森店 東京都大田区大森北 1-6-16 

 
 
 
 




