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草津町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 

 

 

  草津町（町長：黒岩 信忠）、草津温泉観光協会（会長：山田 寅幸）、草津町商工会（会長：武藤 義徳）

及び草津温泉旅館協同組合（理事長：黒岩 裕喜男）と、東日本電信電話株式会社 群馬支店（支店長：榊

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を活用した「外国人観光客向けＦＲＥＥ Ｗｉ-Ｆｉサービス」を平成 26 年 1 月 10 日（金）

より提供開始いたします。 

 

 

１．目的 

近年スマートフォン等Ｗｉ-Ｆｉ端末の利用が急速に拡大する中で、Ｗｉ-Ｆｉ端末を活用した情報取得

やＦａｃｅｂｏｏｋ等ＳＮＳサービスへの情報発信ニーズが高まってきており、国内外の観光客から、イ

ンターネット接続やメール等が可能となる無線ＬＡＮインターネット環境の充実が求められています。こ

うした背景を踏まえ、草津町及び各団体と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※２」を目的として、光ステーションによるＷｉ-Ｆｉ環境の整備を進めてまいりました。 

その取組の一環として、今回、特にＷｉ-Ｆｉインターネット環境のニーズが高い外国人観光客に対し、

「外国人観光客向けＦＲＥＥ Ｗｉ-Ｆｉサービス」の提供を開始することで、利便性及び満足度の向上を

図り、草津町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） 
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[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）   

 

 

36.7%無料公衆無線LAN環境

目的地までの公共交通の経路情報の入手

公共交通の利用方法（乗り方）、利用料金

公共交通の乗り場情報の入手

公共交通の乗車券手配

観光情報（見所、文化体験等）の入手

観光チケット（入場券等）の入手

飲食店情報の入手

飲食店の予約

宿泊施設情報の入手

宿泊施設の予約

ツアー・旅行商品情報の入手

ツアー・旅行商品の予約

割引チケット・フリー切符の情報の入手

割引チケット・フリー切符の入手

両替・クレジットカード利用

外国語の通じる病院情報の入手

地図・パンフレット（多言語）が少ない

地図・パンフレットが分かりにくい

観光案内所の数が少ない

観光案内所の場所が分かりにくい

ピクトグラム・サインが少ない

ピクトグラム・サインが分かりにくい

コミュニケーション

その他
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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－ション設置エリア※３におい

て 2週間無料でＷｉ-Ｆｉインタ-ネットを利用できる専用の「ＩＤ／ＰＡＳＳカード」を、草津町の観光

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

ｉ-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 1 月 10 日（金） 

 

 

４．ＩＤ／ＰＡＳＳカード配布場所 

  ・草津温泉観光協会（「道の駅」「熱の湯」の観光案内所） 

・草津町商工会 

・草津温泉旅館協同組合※４ 

 

 

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 

  外国人観光客の増加が見込める春先（3月-5 月）に向けて、草津町及び各団体と連携しＩＤ／ＰＡＳＳカ

ード配布場所の拡大を進めると共に、継続して光ステーションの設置を進め、Ｗｉ-Ｆｉインターネット利

用環境の更なる充実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-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-Ｆ 

ｉ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 光ステーションを活用した草津町の取組として、㈱JTB パブリッシング（代表取締役社長：里見 雅 

行）連携のもと、魅力ある観光情報の提供及び周遊・回遊を通じた消費活性を目的としたスタンプラ

リーイベント「草津Ｗｉ-Ｆｉ＋るるぶ 湯けむり散歩」を開催しています。詳細はサイト

（https://www.gunma-happy-town.com/sp/kusatsu_wi-fi/）をご覧ください。 

※３ 草津町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。草津町以外の場所で 

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。 

※４ 草津町の各宿泊施設へ順次配備する予定です。 

 

 
◆本件に関するお問い合わせ先 

草津温泉観光協会 

 TEL  ：0279-88-0800 

NTT東日本 群馬支店 

 TEL  ：0120-811257 

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

   〒370-0829 高崎市高松町3番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://flets.com/hikaristation/service.html
https://www.gunma-happy-town.com/sp/kusatsu_wi-fi/


【別紙】草津町内「光ステーション」設置エリア（平成 25 年 12 月末現在、順不同） 

No. エリア名 住所 業種 

1 はなみづき 別館 吾妻郡草津町大字草津 464-419 宿泊・旅行 

2 旅館たむら 吾妻郡草津町大字草津 305 宿泊・旅行 

3 バーバー まちなか 吾妻郡草津町大字草津 321-6 美容・ファッション 

4 ペンション陽のあたる場所 吾妻郡草津町大字草津 760-5 宿泊・旅行 

5 きくやフォート 吾妻郡草津町大字草津 23-42 その他 

6 ピザ＆カフェ ASPEN 吾妻郡草津町大字草津 210-24 居酒屋・カフェ･レストラン 

7 シュクセ 吾妻郡草津町大字草津 633-23 居酒屋・カフェ･レストラン 

8 福寿荘 吾妻郡草津町大字草津 117-1 宿泊・旅行 

9 ペンション ヴァンベール 吾妻郡草津町大字草津 246-46 宿泊・旅行 

10 草津館 吾妻郡草津町大字草津 419 宿泊・旅行 

11 民宿 美山 吾妻郡草津町大字草津 235-104 民宿美山 宿泊・旅行 

12 味匠  又来屋 吾妻郡草津町大字草津 479-3 ショッピング 

13 そば処 味屋 ろくもんせん 吾妻郡草津町大字前口 33 その他 

14 山口荘 吾妻郡草津町大字草津 470-3 宿泊・旅行 

15 宿ゆたか 吾妻郡草津町大字草津 97 宿泊・旅行 

16 ペンションリシュモン 吾妻郡草津町大字草津 464-875 宿泊・旅行 

17 松坂屋旅館 吾妻郡草津町大字草津 178-4 宿泊・旅行 

18 草津温泉 群龍館 吾妻郡草津町大字草津 394-2 宿泊・旅行 

19 萩の家 吾妻郡草津町大字草津 454-160 居酒屋・カフェ･レストラン 

20 ペンションみとも 吾妻郡草津町大字草津 235-114 宿泊・旅行 

21 民宿 山田荘 吾妻郡草津町大字草津 23-2 宿泊・旅行 

22 ミヤマ写真館 吾妻郡草津町大字草津 524-77 居酒屋・カフェ･レストラン 

23 地球屋草津 吾妻郡草津町大字草津 157 居酒屋・カフェ･レストラン 

24 ニューヒラノ 吾妻郡草津町大字草津 39 居酒屋・カフェ･レストラン 

25 くさつフラワー 吾妻郡草津町大字草津 524-105 ショッピング 

26 ラッキーベーグル 吾妻郡草津町大字草津 19-15 居酒屋・カフェ･レストラン 

27 あ・うん亭 吾妻郡草津町大字草津 468-57 居酒屋・カフェ･レストラン 

28 TEA ROOM Yuki Usagi 吾妻郡草津町大字草津 81 中央通り商店街 居酒屋・カフェ･レストラン 

29 えふフード 吾妻郡草津町大字草津 235-27 その他 

30 酒屋 おおたけ 吾妻郡草津町大字草津 19-22 酒屋おおたけ ショッピング 

31 ペンション レザン 吾妻郡草津町大字草津 558-2 滝下原 558-2 宿泊・旅行 

32 興亜館 吾妻郡草津町大字草津 311-4 宿泊・旅行 

33 ちいさな宿 おきつ 吾妻郡草津町大字草津 548-2 宿泊・旅行 

34 そばきち 西の河原店 吾妻郡草津町大字草津 469-6 居酒屋・カフェ･レストラン 

35 山田工業株式会社 吾妻郡草津町大字草津 23-1 ビジネス・オフィス 

36 ぶりきのおもちゃ さくらい商店 吾妻郡草津町大字草津 396 ショッピング 

37 ミツバクリーニング草津 吾妻郡草津町大字草津 607 その他 

38 地酒 玉屋商店 本店 吾妻郡草津町大字草津 323-1 ショッピング 

39 ホテル一井 吾妻郡草津町大字草津 411 ホテル一井内 宿泊・旅行 

40 草津温泉の中心地・湯畑前 湯の香本舗 吾妻郡草津町大字草津 110 本多みやげ店内 ショッピング 

41 
草津温泉バスターミナル 

喫茶・売店バーン・ホーフ 

吾妻郡草津町大字草津 28  

草津温泉バスターミナル 
居酒屋・カフェ･レストラン 

42 上州麺処 平野家 吾妻郡草津町大字草津 121-2 居酒屋・カフェ･レストラン 

43 きんか堂商店 吾妻郡草津町大字草津 454-58 その他 

44 草津温泉旅館協同組合 吾妻郡草津町大字草津 39-5 公共機関・団体 

45 駿河屋商店 吾妻郡草津町大字草津 507-1 その他 

46 小泉館 吾妻郡草津町大字草津 379 宿泊・旅行 

47 草津アーバンリゾート 
吾妻郡草津町大字草津 13-113-1 ハイクレスト草津 

アーバンリゾートアゴラ館＜事務所＞ 
宿泊・旅行 



48 草津温泉 ペンション五郎次 吾妻郡草津町大字草津 322-1 宿泊・旅行 

49 ペンション はぎわら 吾妻郡草津町大字草津 464-279 宿泊・旅行 

50 香旬の宿 長楽 吾妻郡草津町大字草津 601-2 宿泊・旅行 

51 みはらし 吾妻郡草津町大字前口 131-3 居酒屋・カフェ･レストラン 

52 不二旅館 吾妻郡草津町大字草津 210-1 宿泊・旅行 

53 草津温泉 熱の湯 吾妻郡草津町大字草津 414 その他 

54 東華苑 吾妻郡草津町大字草津 117 居酒屋・カフェ･レストラン 

55 安斉商店 吾妻郡草津町大字草津 67 ショッピング 

56 （有）白精舎 吾妻郡草津町大字草津 280-11 暮らし 

57 バーデンメモリアル草津 
吾妻郡草津町大字草津 464-704  

バーデンメモリアル草津 
その他 

58 柄沢ペンション 吾妻郡草津町大字草津 557-2 宿泊・旅行 

59 たけとも 吾妻郡草津町大字草津 486-5 居酒屋・カフェ･レストラン 

60 魚長 吾妻郡草津町大字草津 82 ショッピング 

61 セガワペンション 吾妻郡草津町大字草津 543 宿泊・旅行 

62 リゾートメンテナンス 吾妻郡草津町大字草津 470-9 その他 

63 
草津温泉 唱和★駄菓子とあそびの広場 

ともえや 
吾妻郡草津町大字草津 108 レジャー・スポーツ 

64 益成屋旅館 吾妻郡草津町大字草津 406 宿泊・旅行 

65 頼朝  西の河原通り店 吾妻郡草津町大字草津 505 ショッピング 

66 居酒屋 松葉 吾妻郡草津町大字草津 594 居酒屋・カフェ･レストラン 

67 ゆうぎ 吾妻郡草津町大字草津 385 カジヤマンション 1F その他 

68 草津片岡鶴太郎美術館 吾妻郡草津町大字草津 513-6 その他 

69 アルペンローゼ 
吾妻郡草津町大字草津 512-2  

埼玉県共済アルペンローゼ 1階 
宿泊・旅行 

70 くさつのお宿 清重館 吾妻郡草津町大字草津 280-4 清重館 宿泊・旅行 

71 草津町商工会 吾妻郡草津町大字草津 449-1 公共機関・団体 

 


