
Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

平成 24 年 8 月 6 日 

 

みなかみ町 

東日本電信電話株式会社 群馬支店 

 

「みなかみハピネス・光 Wi-Fi タウン観光活性化計画」の展開について 

～みなかみ町に光の天使「フレンジェル」が飛ぶ～ 

 

 

１．「みなかみハピネス・光 Wi-Fi タウン観光活性化計画」について 

みなかみ町（町長：岸 良昌）と東日本電信電話株式会社 群馬支店（所在地：高崎市

高松町 3 番地、支店長：榊原明 以下、「NTT 東日本」）は、Wi-Fi を利用したみなかみ町

の観光活性化のための仕組み作りとなる『みなかみハピネス・光 Wi-Fi タウン 観光活性

化計画（以下、「光 Wi-Fi タウン計画」）』について、協同で展開していくことで合意しま

した。 

第一弾として、みなかみ町は、NTT 東日本が提供する公衆無線 LAN アクセスポイント「光

ステーション」※1 を活用して、県内初となる観光活性化のための『光 Wi-Fi タウン・み

なかみトライアル』を実施いたします。 

※1 光ステーションについては、http://flets.com/hikaristation/を参照下さい。 

 

この「光 Wi-Fi タウン計画」を実現させることで、みなかみ町を訪れる観光客や地元の

事業者の方々が Happy となり、みなかみ観光を盛り上げて、群馬県全体の観光や地域経済

の活性化にも貢献していくことを目指していきます。 

  

 

２．取組の背景・目的 

近年、スマートフォン等の Wi-Fi 端末の急速な普及により、旅先での情報取得ニーズが

より高まり、利用シーンも拡大しています。そのような背景のもと、Wi-Fi を活用して有

益ある観光情報を提供し、観光施設などへの誘客と回遊を促進する仕組みを構築すること

で、観光客のニーズに応えるとともに、観光による地域経済の活性化を実現したいという

両者の考えが合致し、谷川岳・三国山の麓、利根川の源流域であり「関東の水瓶」と称さ

れる豊かな自然と、スキー、ラフティングなどのアウトドア、温泉に代表される多彩な地

域特性を活かした観光特性を持つ みなかみ町と、NTT 東日本のフレッツ光回線を利用し

た Wi-Fi サービス等、両者のリソースを活用して協同で展開することになりました。 

 



３．『光 Wi-Fi タウン・みなかみトライアル』について 

 

(1）概要 

『光 Wi-Fi タウン・みなかみトライアル』は、みなかみを訪れる観光客に対して、観

光施設等の各所に設置した「光ステーション」のポータル機能を用いて、観光客のスマ

ートフォンなどに、みなかみ町の「オリジナル情報」を提供することで、みなかみ観光

を満喫していただくことを目的とした観光活性化のための第一弾施策となります。 

「オリジナル情報」は、みなかみ町の宿泊やレジャー施設、土産店などの様々なお店

が、お得な割引情報や、または割引だけにとらわれず、味には問題ない傷ありのリンゴ

や型ズレのおまんじゅうなどのＢ級品のお土産販売や、キャンセルなどで突然空いた旅

館の空室販売など、その場所で今すぐ活用できる情報を発信していく予定です。 

 

（2）オリジナル情報の取得できる場所（光 Wi-Fi・ハピネス スポット） 

オリジナル情報を取得できるこの場所を「光 Wi-Fi・ハピネス スポット」と称します。 

 

◆「光 Wi-Fi・ハピネス スポット」 ４箇所  ※平成 24 年 8 月 6日時点予定  

・道の駅   「水紀行館 満天横丁」 

・上毛高原駅前「みなかみ観光協会」 

 ・たくみの里 「豊楽館」 

 ・水上駅前  「温泉旅館協同組合」 

 

上記の施設に「光ステーション」を設置します。スマートフォンなど Wi-Fi 端末を

保有するお客様は携帯事業者や端末メーカーにとらわれず誰でも Wi-Fi 接続し※2、み

なかみ町のお得な情報を取得することができます。 

    ※2 機種により利用できない端末がございます。 

 

（3）参加施設・店舗数等 

みなかみ町の宿泊やレジャー施設・食事処・土産店など 33 店が参加し、お得情報を

提供いたします。 

※別添「参加店一覧」参照（平成 24 年 8 月 6日時点） 

 

上記の参加店が、道の駅などの「光 Wi-Fi・ハピネス スポット」に集まっているお

客様向けに、その日限定など活きた情報をタイムリーに提供いたします。 

また、参加店に来店したお客様に対しても、自店に設置した「光ステーション」のポ

ータル機能でお店の最新情報などを提供いたします。 

町全体で、みなかみ町に訪れたお客様へ“お得・楽しい”を創出します。 

 



(4）実施時期 

平成 24 年 8 月 24 日（金）～平成 24 年 9 月 30 日（日）  

※詳細は WEB 参照  http://www.enjoy-minakami.jp/ 

 

４．今後の展望等 

 

（1）Wi-Fi インフラ環境の拡充 

みなかみ町全体に Wi-Fi インフラ環境の拡充を検討します。 

携帯事業者や端末メーカーにとらわれず全てが接続できる平等性があり、且つ光回線

などをバックボーンとした高速通信であるWi-Fiインフラ環境の構築をすることによっ

て、みなかみ町を訪れた観光客に、より身近な情報を提供します。 

  

（2）「光ステーション」の無料貸与による参加店の拡大 

『光 Wi-Fi タウン・みなかみトライアル』の期間中も、参加店を拡大します。NTT 東

日本では、フレッツ光を利用している店舗などに、「光ステーション」を無料で貸与※3

します。これにより誘客効果を高めることに貢献します。 

参加希望の事業者様は、「みなかみ町観光協会」までお問合せください。 

※3 光ステーションは、フレッツ 光ネクスト 1回線につき最大 5 台まで設置できます。2 台目以降は 1台につき

月額 525 円のオプションとなります。 

 

（3）「みなかみオリジナルポータル」の構築 

『光 Wi-Fi タウン・みなかみトライアル』を踏まえ、Wi-Fi を使ってスマートフォン

等に配信する「みなかみオリジナルポータルサイト」の構築を検討します。 

お店からのお得情報に加え、イベント情報や観光のオリジナル動画など、観光客に有

益で幅広い情報をポータルで提供することで、更なる“お得・楽しい”そして “便利”

を提供します。 

また、より魅力的なポータルの構築に向け、コンテンツに関する町民からのアイデア

や、地場のノウハウのある事業者からの提案も受けながら、平成 24 年度中の実現を目

指して協同で展開します。 

 

（4）外国人観光客に対する Wi-Fi インターネット接続環境の無料提供 

みなかみ町の観光施設やお店等に設置する Wi-Fi において、外国人観光客向けにイン

ターネット接続環境を無料で提供することを検討します。 

スマートフォン保有率が高い外国人観光客のニーズに対応するとともに、みなかみ町

の観光施設やお店等への集客向上に繋げていきます。 

 

（5）Wi-Fi を活用した地域経済活性化の仕組みの水平展開  



NTT 東日本では、みなかみ町との取り組みを皮切りに、県内の他の自治体や観光団体

等へ「Wi-Fi を活用した地域活性化の仕組み作り」の水平展開を行います。 

群馬県全体の観光や地域経済の活性化に貢献していきます。 

※自治体や観光団体等からのご相談などは NTT 東日本までお問合せください。 

◆インターネットによるお問合せ先 

https://flets.com/inquiry/hikaristation/form.html 

 

  

 

 

 

       ◆本件に関するお問合せ先 

                一般社団法人 みなかみ町観光協会  

TEL 0278-62-0401 

Mail info@enjoy-minakami.jp 

 

㈱NTT 東日本-群馬 営業部 

TEL 027-327-6151 

Mail hanki-sousen2@ml.gunma.east.ntt.co.jp 

 

 



別添「参加店一覧」　  (平成24年8月6日現在　※1)

No. 事業者名(屋号) 住所 業種

1 みなかみ町観光協会 群馬県利根郡みなかみ町月夜野１７４４－１　　 観光案内

2 道の駅　たくみの里　豊楽館 群馬県利根郡みなかみ町須川８４７ ドライブイン・道の駅

3 道の駅　水紀行館 群馬県利根郡みなかみ町湯原１６８１－１　　 ドライブイン・道の駅

4 水上温泉旅館協同組合 群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢７０－８　　 観光案内

5 ＧＡＲＢＡ 群馬県利根郡みなかみ町大穴８１５－３ 洋菓子店

6 ノルン水上スキー場 群馬県利根郡みなかみ町寺間４７９－１３９ スキー場

7 アウトドア トップ水上カンパニー 群馬県利根郡みなかみ町綱子１７０－１　 アウトドア

8 アジアンキャンプリゾート Tapa 群馬県利根郡みなかみ町石倉１５９６－６２ キャンプ場

9 ブルームーンヒル牧場 群馬県利根郡みなかみ町下牧３０１４－１ 牧場

10 月夜野まるかチェリー園 群馬県利根郡みなかみ町下津１５６２　　 観光農園

11 川古温泉浜屋旅館 群馬県利根郡みなかみ町相俣２５７７　　 旅館

12 ホテル湖城閣 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１２１ 旅館

13 温泉宿　前田屋 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉２９１　　 旅館

14 湯豆のやど　本伝 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1180 旅館

15 やませみ荘 群馬県利根郡みなかみ町石倉４４９　　 民宿

16 ペンション朝ねぼう 群馬県利根郡みなかみ町綱子２９４－１　　 ペンション

17 料理民宿　三枝 群馬県利根郡みなかみ町綱子３１６－１　　 民宿

18 かじか荘 群馬県利根郡みなかみ町高日向５３０　　 旅館

19 辰巳館 群馬県利根郡みなかみ町上牧２０５２　　 旅館

20 ペンション薔薇の詩 利根郡みなかみ町谷川127－20　　 ペンション

21 公立学校共済組合/水上保養所 去来荘 群馬県利根郡みなかみ町湯原６８４ 保養所

22 ペンション山路 群馬県利根郡みなかみ町藤原１５　　 ペンション

23 珈琲亭しなだ 群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢７０－１１ 喫茶

24 ワインと地酒の専門店　瀧澤【Takizawa】 群馬県利根郡みなかみ町大穴８１４　１Ｂ　　 酒店

25 ロッヂ樹林 群馬県利根郡みなかみ町藤原３６２８　　 民宿

26 民宿　関ケ原 群馬県利根郡みなかみ町藤原３５２７－３　　 民宿

27 葉留日野山荘 群馬県利根郡みなかみ町藤原６２８９ 旅館

28 ロッヂ　すぎな 群馬県利根郡みなかみ町藤原３９２８ 旅館

29 民宿　やぐら 群馬県利根郡みなかみ町藤原５９５９　　 民宿

30 ペンション　パル 群馬県利根郡みなかみ町藤原字関が原３５３３－１ ペンション

31 ピノキオの家 群馬県利根郡みなかみ町湯原６８６－３ 土産、雑貨販売

32 清野旅館 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１２４ 旅館

33 温宿　三河屋 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１５５ 旅館

　　詳しくは、WEBにてご確認をお願いいたします。

※1：上記は平成24年8月6日現在の参加状況になります。8月24日の提供開始までに追加等の変更が生じる場合がございます。



②参加店②参加店
（みなかみ各所のレジャー・宿泊施設や飲食店等）（みなかみ各所のレジャー・宿泊施設や飲食店等）

電子スタンプ電子クーポン店舗最新情報など

ラフティング
の楽しみ方

ラフティングラフティング
の楽しみ方の楽しみ方

観光客を
誘引

観光客を観光客を
誘引誘引

また来てね！

リピーター化

来店してクーポンやスタンプを来店してクーポンやスタンプをGetGet！！

・・お店でもWi-Fi接続・オリジナル情報を提供・オリジナル情報を提供

道の駅

 

水紀行館
「満天横丁」

水上駅前
「温泉旅館協同組合」

上毛高原駅前
「みなかみ観光協会」

たくみの里「豊楽館」

みなかみのお得な情報等を配信みなかみのお得な情報等を配信

参加店限定！参加店限定！

「タイムセール」などの「タイムセール」などの

お知らせを配信お知らせを配信

①①光光WiWi--FiFi・ハピネス・ハピネス

 

スポットスポット
（道の駅など集客の多い場所）（道の駅など集客の多い場所）

別紙1：「みなかみハピネス

 
光Wi-Fiタウン・観光活性化計画」のイメージ



別紙2：「光Wi-Fiタウン・みなかみトライアル」プロモーションイメージ



「飲食店やコンビニなど外出先で利用できるNTT 東日本のフレッツ光の

 

WiFi

 

スポットの目印である

光の天使のキャラクターが「フレンジェル」です。

 
「フレンジェル」は、アイドルグループ「さくら学院」が演じる「光の天使」をイラスト化したもの。

「光の天使」は、NTT 東日本の「フレッツ光」のプロモーションに登場する一人前の天使を目指す

キャラクターで、スマートフォンやタブレット、パソコンなどのネット環境を快適にする

 

Wi-Fi の化身。

※詳細はWEBより

 

http://www.hikarinotenshi12.jp/ie6.html

別紙3：光の天使「フレンジェル」

 
とは
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