
 

平成 24 年７月 25 日 

 

山梨県 

東日本電信電話株式会社 

 

外国人観光客等の受入にむけた Wi-Fi 環境の整備促進について 

 

 

 山梨県（知事：横内正明）及び東日本電信電話株式会社（本社：東京都新宿

区、代表取締役社長：山村雅之、以下、NTT 東日本）は、近年急増しつつある外

国人観光客を中心とした日本短期滞在者向けの Wi-Fi 環境整備を協働で進めて

いくことで合意しました。 

 

山梨県は、富士山界隈の豊かな自然、ワイン・果物に代表される多彩な特産

物に囲まれるその地域特性を活かし、訪日外国人観光客の誘客と受入環境の整

備に力を入れて取組んでおります。 

また、その一環として平成 24 年 1 月に「やまなし Free Wi-Fi プロジェクト」

を発足させ、県内 1,000箇所を目標にこれまでも Wi-Fi 環境整備を進めており、

NTT 東日本はその協働企業として参画しているところです。 

 

スマートフォンや薄型モバイル PC 等の端末普及と、旅先でのインターネット

利用や SNS 等による情報交換が一般化するに伴い、日本国内滞在時に気軽に利

用できるブロードバンドとしての Wi-Fi 利用ニーズが顕著になる中※1、この度

NTT 東日本が提供する「光ステーション」※2の日本短期滞在者向け Wi-Fi 接続

機能を活用して、さらに Wi-Fi 環境整備を促進していきます。 

※1 36.7%の外国人旅行者が日本旅行中に困ったこととして、「無料公衆無線 LAN 環境」の不便さをあげて

います。（出典「外国人旅行者の日本の受入環境に対する不便・不満」観光庁調査） 

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

 

Wi-Fi 環境整備を通して、観光客のインターネットによる情報収集やコミュニ

ケーションツール利用による購買促進だけでなく、観光地や店舗・宿泊施設等

から SNS 等を通じてリアルタイムに活きた情報が発信されることで、観光客の



利便向上を図り、山梨県内の観光及び地域経済の活性化につながっていくこと

を期待します。 

 

また、より深い山梨県の魅力を伝えるため、「光ステーション」のコンテン

ツ配信機能を活用して、観光客自身のスマートフォン等に多言語で山梨県独自

の観光ガイドをダウンロード配信する取組みも同時に開始します。移動中等の

通信環境がないオフライン状態でも閲覧可能となることで、より一層山梨県を

満喫する機会を提供いたします。 

 

 山梨県と NTT 東日本は、今後も外国人観光客受入環境の整備・発展をはじめ

として、地域活性化に向けた新たな取組みを、協働で進めていきます。 

 

１．Wi-Fi 環境整備概要について 

 山梨県に来訪する外国人観光客等に向けた Wi-Fi 接続環境として、「光ステー 

ション」の設置を以下の新たな取組みを通じて更に促進していきます。 

（１）山梨県内の観光案内所等※3 において、「光ステーション」接続用の ID／

パスワードを記載したカード※4を配布します。 
※3 具体的な施設は、別紙 1を参照下さい。 

※4 カードのイメージは、別紙２を参照下さい。なお、カードの配布は日本短期滞在者が対象となるため、

配布時には短期滞在であることを示すパスポート等をご提示いただく必要があります。 

（２）外国人観光客向け山梨県独自のコンテンツ配信第１弾として、富士山周

辺の文化遺産を英語・中国語で紹介する観光ガイド※5を、「光ステーショ

ン」にて配信します。 
※5 観光ガイドのイメージは、別紙３を参照下さい。 

（３）上記の取組みを、平成 24 年 7 月 30 日（月）から開始します。 

 

２．「光ステーション」の日本短期滞在者向け Wi-Fi 接続機能について 

（１）利用方法 

東日本エリア※6の観光案内所等において配布する「ID/PASS カード」※7

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週間のWi-Fiインターネット接続※8ができます。 
※6 NTT 東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。なお 

現時点東日本エリアで「ID/PASS カード」を配布する予定がある都道県は山梨県のみです。 

※7 配布時には、短期滞在であることを示すパスポート等をご提示いただく必要があります。 

※8 Wi-Fi インターネット接続は、「ID/PASS カード」の配布を受けた県以外の東日本エリア内「光ステーシ 

ョン」エリアでもご利用いただけます。 



（２）提供開始 

     東日本エリアの「光ステーション」において、平成 24 年７月 30 日（月）

から提供します。 

 

３．お客様からの問合せ先 

・お客様を担当する弊社営業担当 

・インターネットによるお問合せ先 

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

 

 

 



【 別紙１】 山梨県内の「ID/PASS カード」配布所 

（平成 24 年 7 月 30 日時点の予定） 

No エリア名 住所 

1 やまなし観光推進機構 甲府市丸の内１丁目 8-17 

2 甲府市観光案内所 甲府市丸の内１丁目 1-8 JR 甲府駅構内 

3 富士北麓駐車場観光案内所 富士吉田市上吉田字剣丸尾 5597-84 

4 富士ビジターセンター 南都留郡富士河口湖町船津 6663-1  

5 大月観光案内所 大月市大月１丁目 13-31 

6 道の駅どうし 南都留郡道志村上中山 9745 

7 石和温泉観光協会駅前案内所 笛吹市石和町松本 186 

最新の情報は http://www.yamanashi-kankou.jp/wi-fi/（やまなし観光推進機構 

ホームページ）で確認ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 別紙２】「ID/PASS カード」イメージ 

 

          

 



【 別紙３】「観光ガイド」イメージ 

＜英語版＞ 

 

＜中国語（簡体字＞ 

    



＜参考＞山梨県内における光ステーションエリア一覧（H24.7.18 現在） 

最新の情報は、下記にてご確認下さい。 

http://apl.e-flets.jp/ (NTT 東日本「光ステーション」ホームページ) 

 

No エリア名 住所 

1 かめや 中央市若宮２９-１ジョイフルプラザ １階 

2 アトリーチェ 中巨摩郡 昭和町西条３１２３ＭＫビル ２階 Ａ号 

3 アクアパーク 中巨摩郡 昭和町西条５０３３ 

4 TSUBOHACHI 昭和バイパス店 中巨摩郡 昭和町飯喰１２６１‐１ 

5 NAPT 株式会社 北杜市大泉町 西井出８２４０‐１‐１ 

6 ペンション ちろりあんはっと 北杜市大泉町 西井出８２４０‐５１６５ 

7 株式会社 アットライフ八ヶ岳 北杜市大泉町 西井出８２４０-１ 

8 麦の家 北杜市大泉町 西井出８４１１‐１７ 

9 パスタ＆ピザガーデン マジョラム 北杜市小淵沢町１５５８-５ 

10 消費者市場 北杜市小淵沢町３１１４ 

11 明野市場 北杜市明野町 上手７５８５‐３ 

12 美容室 ビレッジ 北杜市武川町 山高３８６‐１１ 

13 篠沢大滝キャンプ場 北杜市白州町 大坊１１８１ 

14 長坂観光ホテル 北杜市長坂町 長坂上条２５３１ 

15 ミスタータイヤマン峡南 南巨摩郡 富士川町最勝寺１０８２-１ 

16 ミート高橋 南巨摩郡 富士川町青柳町４７３‐１ 

17 ツーリストジャパン 南巨摩郡 富士川町鰍沢１５６-１ 

18 富士河口湖温泉郷 富士の宿 おおはし 南都留郡 富士河口湖町小立１１６８ 

19 三笑 南都留郡 富士河口湖町小立１８０８ 

20 メモワール河口湖ワイン館 南都留郡 富士河口湖町河口２８０１‐８ 

21 河口湖体験工房クラフトパーク 南都留郡 富士河口湖町河口３１１８ 

22 河口湖クラフトパーク・とんぼ工房 南都留郡 富士河口湖町河口３１１８ 

23 北富士農業共同組合 南都留郡 富士河口湖町船３４６３-１ 

24 有限会社 パドック 南都留郡 富士河口湖町船津１３３０‐５ 

25 割烹七草 南都留郡 富士河口湖町船津１６６７‐１ 

26 河口湖温泉寺 南都留郡 富士河口湖町船津６６７７ 

27 充之多メガネ 南都留郡 富士河口湖町船津６８７２ 

28 タバーンだるま 南都留郡 富士河口湖町船津７５７８‐１０ 



No エリア名 住所 

29 紅葉台キャンプ場 南都留郡 富士河口湖町西湖２２０２ 

30 ニューちとせ 南都留郡 山中湖村平野６５１ 

31 民宿 一富士 南都留郡 忍野村忍草１７２‐３ 

32 道志渓谷キャンプ場 南都留郡 道志村４３ 

33 道志村役場 南都留郡 道志村竹之本６１８１‐１ 

34 リゾートイン吉野荘 南都留郡 鳴沢村大田和３４８０‐１ 

35 株式会社 かいしゃ 南都留郡 鳴沢村鳴沢２０８３‐１ 

36 大月市観光協会 大月市大月１丁目１３‐３１ 

37 株式会社誠実堂 大月市大月２丁目１２‐２９ 

38 岩殿山ふれあいの館 大月市賑岡町 強瀬８１-１ 

39 山梨県立富士北麓駐車場 富士吉田市上吉田字剣丸尾５５９７‐８４ 

40 くれちうどん 富士吉田市上暮地１丁目１８‐２２ 

41 カットスタジオ ヒーズ 富士吉田市上暮地２丁目８-９ 

42 美也樹うどん 富士吉田市新西原４丁目３‐６ 

43 TSUBOHACHI 山梨店 山梨市上神内川１０６３ 

44 アドコム 山梨市上神内川１２７０ 

45 農（みのり）の駅 山梨市下栗原１００１‐１ 

46 理容ヨシダ 山梨市下栗原１４６１‐９ 

47 くぼたニコニコ堂 山梨市小原西１１５２-１ 

48 佐藤農園 山梨市東８１８ 

49 桃と葡萄の専門店 理想園 甲州市勝沼町 下岩崎２７９７ 

50 甲州市役所本庁舎 甲州市塩山 上於曽１０８５‐１ 

51 恵林寺 甲州市塩山 小屋敷２２８０ 

52 機山洋酒工業株式会社 甲州市塩山三日市場３３１３ 

53 hairshopHOSOI 甲府市上石田３丁目１１‐１５ 

54 甲府イーストサイドホテル 甲府市上阿原町３０２-１ 

55 株式会社 中澤プロ企画 甲府市上阿原町２８８ 

56 千の蔵 甲府市中央１丁目１‐１１若奥ビル １階 

57 甲州居酒屋さけくら 甲府市中央１丁目１３-７ 

58 スーパーやまと 甲府銀座店 甲府市中央１丁目１４‐１３ノロセビル １階 

59 ファーストビューティハウスヘアサロン FEED 甲府市中小河原１丁目１１‐１１ファーストビル 

60 有限会社 ライフ 甲府市中小河原１丁目５‐２０ 



No エリア名 住所 

61 MEN'S HAIR SALON GOTO 甲府市丸の内１丁目１３‐２ 

62 ビジネス旅館 末広 甲府市丸の内２丁目１４‐４ 

63 珈琲カムイ 甲府市丸の内３丁目３-９ 

64 きく美容院 advance 甲府市伊勢２丁目１５-７ 

65 マザーズタッチサロン mint 甲府市住吉５丁目２５－３２ I-SOHO B 

66 ラケットショップ ＲａＴｏＢａ 甲府市住吉５丁目２２‐１４ヤマリンビル ２Ｆ 

67 株式会社 サドヤ 甲府市北口３丁目３－２４ 

68 お食事処もりやま 甲府市千塚２丁目４‐２６ 

69 ショーク・ディ・カフェ 甲府市国母１丁目１７‐２７ 

70 タイヤ館昭和店 甲府市国母８丁目２８-１２ 

71 有限会社 玉交通 甲府市国玉町４１２ 

72 美容室 STAND UP 甲府市国玉町６２３‐３ 

73 プロショップ REOⅡ 甲府市城東４丁目１６‐１０保坂ハイツ １階 

74 UN DEUX 甲府市大津町８９８‐２２ 

75 エステサロン アフロディーテ♪ 甲府市大里町７１７‐５ 

76 コリアンキッチン ３匹の子ぶた 甲府市大里町９３２‐１ 

77 ヘアーサロン Ｐ：Ｔｉｍｅ 甲府市徳行１丁目１１‐５望月ビル １階 

78 ひまわり畑 甲府市徳行１丁目７‐２望月ビル ひまわり畑 

79 ParuPi 株式会社 甲府市徳行２丁目５-２１ハイツアルプス １０１号 

80 和 Ｄｉｎｉｎｇ 翔 甲府市徳行２丁目８‐１５ウェルゾーンＡ棟 １４号 

81 カレーのチャンピオン甲府店 甲府市徳行２丁目８‐１５ウェルゾーンＡ棟 ２号 

82 レストラン Naschino 甲府市徳行２丁目８‐１５ウェルゾーンＡ棟 ６号 

83 樋口印章店 甲府市朝日２丁目６‐７ 

84 喫茶 みな瀬 甲府市朝日４丁目２‐１みな瀬 

85 葡萄屋ＫＯＦＵ 甲府市朝日５丁目５‐１１いせやビル １階 

86 印傳の山本 甲府市朝気３丁目８‐４ 

87 かいてらす（山梨県地場産業センター） 甲府市東光寺３丁目１３-２５ 

88 ヘアブティクアキヤマ 甲府市武田２丁目１１‐１９ 

89 旅館 柳屋 甲府市湯村３丁目１６-２ 

90 鮮魚の専門店 魚とら 甲府市湯田２丁目１‐４ 

91 チャオカーロ 甲府市貢川本町１-６ 

92 nativesurf 甲府市貢川本町７‐２４ 



No エリア名 住所 

93 依田貴石 甲府市里吉４丁目１５‐２２ 

94 サテライト双葉 甲斐市下今井２９９８‐１サテライト双葉ビル １Ｆ 

95 でんきはうすＹＯＵ敷島店 甲斐市中下条９０６ 

96 TSUBOHACHI 敷島店 甲斐市中下条９７２‐１ 

97 海鮮酒房 さけくら竜王 甲斐市西八幡１８２８‐１３ 

98 炭火割烹 いち囲 甲斐市龍地３０２８ 

99 いちのみや桃の里スポーツ公園 笛吹市一宮町 末木１００１ 

100 タイヤ館いちのみや 笛吹市一宮町 竹原田１３２０-１ 

101 八代町若彦路ふれあいスポーツ館 笛吹市八代町 南４５７ 

102 緑の丘のガーデンカフェ・美容室 笛吹市境川町 小黒坂６８３-５ 

103 御坂町町民体育館 笛吹市御坂町 尾山５ 

104 かすがい農産物直売所 笛吹市春日居町 桑戸８１７-１ 

105 石水庭旅館 笛吹川 笛吹市石和町 川中島１１０９ 

106 石和源泉足湯ひろば 笛吹市石和町 川中島１６０７ 

107 ホテル八田 笛吹市石和町 川中島１６０７ 

108 ホテル ニューオオギ 西八代郡 市川三郷町黒沢７６２ 

109 都留市エコハウス 都留市上谷１丁目２７５-２２ 

110 Hair Salon TAKAO | ヘアサロン タカオ 都留市上谷４丁目７-１３ 

111 髪工房ｏｍａｔａ 都留市法能１１３５‐１ 

112 勝の家 韮崎市上ノ山３８０３ 

113 ヘアサロン チノ 韮崎市中央町９-５ 

114 衣料ストアー タナベ 韮崎市中央町９‐３ 

115 株式会社 タカソエ 韮崎市富士見１丁目７‐５清水ビルＡ 

116 美容室 ハローズ 韮崎市藤井町 南下條１４２‐１ 

 




