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平成 24 年 12 月 20 日 

 

みなかみ町 

東日本電信電話株式会社 群馬支店 

 

 

外国人観光客等受入れ促進に向けた Wi-Fi サービス提供について 

～「みなかみハピネス・光 Wi-Fi タウン観光活性化計画」第 2 弾施策～ 

 

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、みなかみ町に設置されている NTT 東日本

の Wi-Fi サービス「光ステーション（※1）」設置エリアにおいて、2 週間無料で Wi-Fi のインターネ

ットが利用可能な「ID/Pass カード」の提供を、日本短期滞在の外国人観光客向けに行います。 

NTT 東日本の光ステーション設置エリアでの「ID/Pass カード」の提供は、山梨県（平成 24 年

7 月提供）、長野市（平成 24 年 9 月提供）に続き、みなかみ町は全国 3 番目、県内では初となり

ます。（※2） 

みなかみ町は、平成 24 年 8 月に開始した「みなかみハピネス・光 Wi-Fi タウン観光活性化計

画」の第 2 弾施策として「ID/Pass カード」の提供を行うことで、外国人観光客等の受入れ促進を

図ります。 

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

※2 福島県では、イベント時に配布しております（平成 24 年 12 月）。 

 

１． 外国人観光客向け Wi-Fi インターネット「ID/Pass カード」の提供 

 

（1）利用方法 

みなかみ町の店舗・施設等において配布する「ID/PASS カード」（※3）に記載されている ID・パ

スワードを利用することにより、「光ステーション」エリアにおいて 2 週間無料で Wi-Fi のインター

ネット接続（※4）が可能です。（※5） 

※3 90 日以内の日本入国履歴をパスポートで確認できた方が対象になります。 

※4 Wi-Fi インターネット接続は、みなかみ町以外の NTT 東日本「光ステーション」エリア内でもご利用いただけま

す。 

※5 「【別紙】外国人観光客向け Wi-Fi インターネットの提供イメージ」参照 

 

（2）「ID/PASS カード」配布場所 

みなかみ町の６１の店舗・施設等で配布します。 

※詳細、別添『みなかみ町 外国人観光客向け Wi-Fi インターネット「ID/Pass カード」配布

場所一覧』を参照。 

 



（3）提供開始 

みなかみ町は、平成 24 年 12 月 21 日（金）から「ID/Pass カード」の配布を開始します。 

 

 

2.その他 

 

（1）みなかみ町光 Wi-Fi スタンプラリーの開催 

みなかみ町では、平成 25 年 1 月 7 日（月）～14 日（月）の 8 日間、外国人に限らず全ての観

光客等を対象とした Wi-Fi スタンプラリーを開催します。観光客等はラリー参加店を訪れた際、

スマートフォン等で Wi-Fi 接続することでスタンプがゲットできます。2 店舗のスタンプを集めると、

もれなく賞品が当たる「お楽しみクジ・クーポン」が取得できます。 

本施策により、更なるみなかみ町の観光の活性化を目指します。 

※ ス タ ン プ ラ リ ー の 詳 細 は 、 「 み な か み パ ー フ ェ ク ト ガ イ ド  イ ベ ン ト 情 報 」 参 照 

http://www.enjoy-minakami.jp/  

 

 （2）お客様からの NTT 東日本 Wi-Fi サービス（光ステーション）に関するお問合せ 

・お客様を担当する NTT 東日本の営業担当 

・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  福田 

TEL 0278-62-0401  Mail info@enjoy-minakami.jp 

㈱NTT 東日本-群馬 営業部  龍見、小渕 

TEL027-327-6151 Mail hanki-sousen2@ml.gunma.east.ntt.co.jp 

 

 



【別紙】外国人観光客向けWi-Fi

 
インターネットの提供イメージ

・外国人観光客が短期滞在時に契約等なしで、無料インターネットを利用できる環境を提供。

ID/PASSID/PASSカードの取得カードの取得

ID/PASSカード
外国人観光客等の受入れ促進

1414日間の無料インターネットの提供日間の無料インターネットの提供

みなかみ町

 
61の店舗・施設等で「ID･PASS」カードをご提供



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 群馬県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 珈琲亭しなだ 群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢７０－１１ 喫茶

23 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

24 ロッヂ樹林 群馬県利根郡みなかみ町藤原３６２８ 民宿

25 葉留日野山荘 群馬県利根郡みなかみ町藤原６２８９ 旅館

26 ロッヂ　すぎな 群馬県利根郡みなかみ町藤原３９２８ 旅館

27 民宿　やぐら 群馬県利根郡みなかみ町藤原５９５９ 民宿

28 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

29 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

30 清野旅館 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１２４ 旅館

31 温宿　三河屋 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１５５ 旅館

32 ＭＡＣパラグライダースクール 群馬県利根郡みなかみ町阿能川７４９－１ アウトドア

33 谷川温泉やど莞山 群馬県利根郡みなかみ町谷川４３０ 旅館

34 谷川温泉やど莞山（別館） 群馬県利根郡みなかみ町谷川４３０ 旅館

35 やまいち屋 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉５９６　　 和食

36 ゆじゅく金田屋 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉６０８ 旅館

37 太陽館 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉２３８４　　 旅館

38 キャニオンズみなかみ 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽４５ アウトドア

39 谷川岳ドライブイン 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽２２０ ドライブイン

40 かぬーっこ 群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢５７６ アウトドア

41 猿ヶ京温泉　仁田屋 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１４３ 旅館

42 まんてん星の湯 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１５０－１ 日帰り温泉

43 猿ケ京温泉旅館協同組合 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１５０－１ 観光案内

44 水上豆腐工房 群馬県利根郡みなかみ町高日向５７２－４　　 甘味処・土産屋

45 月夜野グランボレ 群馬県利根郡みなかみ町師２１５１－１ アウトドア

46 奈女沢温泉（釈迦の霊泉） 群馬県利根郡みなかみ町奈女沢３７６８　　 日帰り温泉

47 たくみの里ふれあいの家 群馬県利根郡みなかみ町須川２５２－１　　 ドライブイン・道の駅

48 七宝焼の家 群馬県利根郡みなかみ町須川８２２ 体験工房・土産屋

49 ヤマザキＹショップ阿部商店 群馬県利根郡みなかみ町大穴１５８－１ 食料品・日用品

50 Ｃａｆｅ＆Ｒｅｓｔｒａｎｔ　亜詩麻 群馬県利根郡みなかみ町湯原１４６ カフェ・レストラン

51 大利根物産 群馬県利根郡みなかみ町湯原４５８－３３　 食料品・日用品

52 ふれあい交流館 群馬県利根郡みなかみ町湯原８０１ 日帰り温泉

53 清流の宿たむら 群馬県利根郡みなかみ町藤原６２７３－２ 旅館

54 ナチュラルハウスピュア21 群馬県利根郡みなかみ町谷川１２７－２ ペンション

55 ロッヂ雪割荘 群馬県利根郡みなかみ町藤原５５３６－１ ロッヂ

56 ネイチャーナビゲータ 群馬県利根郡みなかみ町小日向２６０－１ アウトドア

57 天狗の湯きむら苑 群馬県利根郡みなかみ町小日向３２６ 旅館

58 小さなレストラン彩絵 群馬県利根郡みなかみ町谷川４６６ レストラン

59 大峰館 群馬県利根郡みなかみ町石倉２２９ 旅館

60 長生館 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１７８ 旅館

61 甘いものや　梅の蜜 群馬県利根郡みなかみ町大穴780 旅館

※1：上記は平成24年12月20日現在の参加状況になります。12月21日以降追加等の変更が生じる場合がございます。

    詳しくは、WEB  (http://www.enjoy-minakami.jp/)にてご確認をお願いいたします。

別添 『みなかみ町　外国人観光客向け　Ｗｉ－Ｆｉ　インターネット「ＩＤ/Ｐａｓｓカード」配布場所一覧』　 (平成24年12月20日現在　※1)
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