
2014 年 7 月 17 日 

（報道発表資料） 

香 川 県 

ＮＴＴ西日本 香川支店 

 

無料公衆無線 LANサービス「かがわ Wi-Fi」サービス提供開始 

 

本日、香川県（香川県知事：浜田 恵造 以下、香川県）と西日本電信電話株式会社 香川支店（支店長： 

眞塚 教夫 以下、ＮＴＴ西日本香川支店）は、観光振興のための無料公衆無線 LAN サービス提供に係る業務

提携協定を締結しました。 

香川県では、国内外からの観光客や来訪者の利便性が向上するよう、県内において、インターネットでの情

報収集が容易に行える環境整備を図るため、本日から、旅行者等が無料で利用*1 できる公衆無線ＬＡＮサービ

ス「かがわ Wi-Fi」の提供を開始します。 

また、香川県とＮＴＴ西日本香川支店は、さらなる利便性向上のため、今後、官民協働により、“お接待の心”

で、公共交通機関、観光施設、ホテル、飲食店、商店街など、県下全域に「かがわ Wi-Fi」スポットが拡大される

よう取り組みます。 

なお、香川県と市町、民間との連携により提供される第１号として、土庄町が同町内に３箇所、㈱ベネッセホ

ールディングスが直島町本村に１箇所、「かがわ Wi-Fi」を新たに設置し、本日からサービスを開始します。また、

土庄町がさらに４箇所、高松琴平電気鉄道㈱がことでん瓦町駅に１箇所、新設する予定です。 

*1 ご利用にはＷｉ-Ｆｉ対応機器が必要です。機種により利用できない場合があります。 

無料インターネットは、１ユーザーにつき１日最大６０分（１５分×４回）ご利用可能です。 

※「かがわ Wi-Fi」に関する概要については、別添資料をご参照ください。 

  【ご利用いただける場所】                          ○県設置 ◎市町設置 ●民間設置 

7/17(木)～ 

＜８箇所＞ 

 

高松港 

＜３箇所＞ 

土庄町 

＜３箇所＞ 

直島町 

＜２箇所＞ 

○玉藻地区フェリー乗り場（小豆島・直島行き発券所） 

○玉藻地区客船乗り場（高速艇発券所） ○高松港レストハウス 

◎土庄港ターミナル案内所         ◎土庄町役場 

◎エンジェルロード公園案内所 

○宮浦港「海の駅」 

●本村ラウンジ＆アーカイブ（ベネッセアートサイト直島） 

※H26.7.17現在 

7 ～ 8 月 に 

サ ー ビ ス 

開 始 予 定 

＜15箇所＞ 

 

高松市 

＜６箇所＞ 

 

 

土庄町 

＜４箇所＞ 

坂出市 

＜２箇所＞ 

琴平町 

＜３箇所＞ 

○栗林公園（栗林庵）            ○県立ミュージアム 

○サンポート高松シンボルタワー（かがわプラザ） 

○ＪＲ高松駅                 ○ことでん高松築港駅 

●ことでん瓦町駅 

◎大部港             ◎道の駅「大坂城残石記念公園」 

◎豊島唐櫃港          ◎豊島家浦港 

○瀬戸大橋記念公園 

○東山魁夷せとうち美術館 

○「金陵の郷」（ことひら浪漫館）     ○ＪＲ琴平駅 

○琴電琴平駅 

※無線ＬＡＮの伝送距離は使用環境や電波状況等により変動します。 

※「かがわ Wi-Fi」Wi-Fi スポットの新設情報は、香川県公式観光サイト「うどん県旅ネット」（http://www.my-kagawa.jp/）で、順

次お知らせしていきます。 

 

※ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表時のものです。 

最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
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2014.7.17 県内 8 箇所でサービス提供開始！  

だれでも無料で利用できる。しかも接続が簡単です。 

 

◆ 「かがわ Wi-Fi」とは ◆  

 

国内外からの観光客や来訪者の皆様が、手軽に観光情報や交通情報にアクセスでき、さ

らには、災害発生時に素早く緊急情報等を取得することができるよう、「だれでも」「無料

で」「簡単に」利用できる無料公衆無線 LAN サービス「かがわ Wi-Fi」（SSID：

KAGAWA-WiFi）の提供を開始します。 

 

「かがわ Wi-Fi」は、香川県が、西日本電信電話㈱香川支店（以下「NTT 西日本香川支

店」という。）の協力により、国内外からの観光客等の利便性が向上するよう、県内におい

てインターネットを容易に利用できる環境整備を図るもので、7 月 17 日から県内 8 箇所

でスタートし、8 月末までにはさらに 15 箇所、順次整備する予定です。 

また、「かがわ Wi-Fi」スポット（同一の SSID）が県内全域に拡大されるよう、市町や

民間施設等への設置の働きかけを行い、観光客受入れへ向けて官民協働による“お接待の

心”で取り組む機運を高めていくものです。 

 

※「かがわWi-Fi」は、エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ㈱が運営する「DoＳＰＯＴ」を活用し

てサービス提供を行います。 

※「SSID」とは、無線 LAN 通信の際に、接続するアクセスポイントを識別するためにつけられる名

称です。 

※ご利用にはＷｉ-Ｆｉ対応機器が必要です。機種により利用できない場合があります。 

 

◆ お接待の心でサービス提供 ◆ 

 

■ユーザーメリット 

・海外からの観光客等が、県内の通信環境で、スマートフォンやタブレット等でインター

ネットに簡単に接続できます。 

・「SSID」と「利用手順」が同じもので統一されているため、県内滞在中、「かがわ Wi-Fi」

スポットをご利用いただくことで、煩わしさを解消できます。なお、メールアドレスの

登録だけ（利用手順を参照）で接続でき、パスワード取得などの手間はありません。 

・「かがわ Wi-Fi」に接続すると、観光情報 Web サイト（香川県公式観光サイト「うどん

県旅ネット」）が表示されるので、観光情報の入手がスムーズに行えます。 

かがわ Wi-Fi（SSID：KAGAWA-WiFi） 無料公衆無線 LAN サービス 
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・もしもの災害時には、情報伝達手段として、ご利用いただけます。 

◆ サービスの内容 ◆ 

 

(1)ご利用いただける場所              ○県設置 ◎市町設置 ●民間設置 

7/17(木)～ 

＜８箇所＞ 

 

高松港 

＜３箇所＞ 

 

土庄町 

＜３箇所＞ 

 

直島町 

＜２箇所＞ 

○玉藻地区フェリー乗り場（小豆島・直島行き発券所） 

○玉藻地区客船乗り場（高速艇発券所） 

○高松港レストハウス 

◎土庄港ターミナル案内所 

◎土庄町役場 

◎エンジェルロード公園案内所 

○宮浦港「海の駅」 

●本村ラウンジ＆アーカイブ（ベネッセアートサイト直島） 

※H26.7.17 現在 

7～８月に 

サ ー ビ ス 

開 始 予 定 

＜１５箇所＞ 

 

高松市 

＜６箇所＞ 

 

 

 

 

土庄町 

＜４箇所＞ 

 

 

坂出市 

＜２箇所＞ 

琴平町 

＜３箇所＞ 

 

○栗林公園（栗林庵） 

○県立ミュージアム 

○サンポート高松シンボルタワー（かがわプラザ） 

○ＪＲ高松駅 

○ことでん高松築港駅 

●ことでん瓦町駅 

◎大部港 

◎道の駅「大坂城残石記念公園」 

◎豊島唐櫃港 

◎豊島家浦港 

○瀬戸大橋記念公園 

○東山魁夷せとうち美術館 

○「金陵の郷」（ことひら浪漫館） 

○ＪＲ琴平駅 

○琴電琴平駅 

※ 無線 LAN の伝送距離は使用環境や電波状況等により変動します。 

  ※「かがわ Wi-Fi」スポットの新設情報は、香川県公式観光サイト「うどん県旅ネッ

ト」（http://www.my-kagawa.jp/）等で、順次お知らせしていきます。 
 
(2)ご利用料金  無料 

(3)通信可能時間 １日最大 60 分（１５分×４回） 

(4)災害時の提供 災害時には、すべての「かがわ Wi-Fi」が、時間の制限なくご利用可能

となります。 

          ※15 分×ｎ回（15 分ごとに再度認証は必要ですが、利用回数は無

制限となります。） 
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◆ 利用手順 ◆ 

 

①スマートフォンやタブレット等の Wi-Fi ネットワーク画面から、無料インターネット用

SSID である「KAGAWA-WiFi」を選択します。 

②ホームに戻り、ブラウザを起動します。 

③「インターネットを利用する」をクリックし、言語を選択後、注意事項・利用規約を確

認し、「同意する」ボタンをクリックします。 

④メールアドレスを入力後、「接続」をクリックすると、インターネットをご利用いただけ

ます。 

⑤自動的に、香川県公式観光サイト「うどん県旅ネット」のＨＰに遷移します。（※香川県

内の観光情報等が簡単に入手できます。） 

 

◆ セキュリティー ◆ 

 

・「かがわ Wi-Fi」は、利用者が簡単に接続・利用できるよう、通信の暗号化は行っていま

せん。ただし、利用者端末間での通信は行えないようになっています。 

・「かがわ Wi-Fi」は、以上の点をご理解の上、利用者自身の責任においてご利用いただき

ます。 

 

◆ 官民協働で「かがわ Wi-Fi」スポットを拡大！ ◆ 

 

・同一の SSID で利用できる Wi-Fi スポットが、主要な観光地や交通拠点などを中心に、

県内の広いエリアで数多く点在していることで、スポットごとに利用手順が異なる煩わ

しさが解消できることから、利用者の利便性がますます向上します。 

・このため、官民協働による“お接待の心”で、観光施設や公共交通機関、ホテル・旅館、

飲食店・物販店、商店街などでの Wi-Fi スポット拡大が重要であり、県及び NTT 西日

本香川支店では、このスポット拡大をめざした取組みを積極的に行います。 

 

※「かがわ Wi-Fi」スポットの設置には、各設置者において、契約料、工事費、回線使

用料等の経費負担が必要です。 

 

■オーナーメリット 

・「かがわ Wi-Fi」スポットであることを観光客等に提示するための専用ステッカーを配付

するとともに、香川県公式観光サイト「うどん県旅ネット」でスポット一覧を掲示しま

す。 

・官民協働による“お接待の心”で設けられた「かがわ Wi-Fi」の参画者として、観光客

等へのＰＲとなります。 
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◆ 「かがわ Wi-Fi」のお問い合わせ ◆ 

 

■運営に関すること 

香川県観光交流局観光振興課 

情報発信・誘客グループ 

TEL 087-832-3379 

 

■スポットの設置に関すること 

NTT 西日本 フレッツ光カスタマーセンター 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-202990 

受付時間 午前９時～午後５時 

平日月曜日～金曜日の受付 

（土曜、日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く。） 

 

    

 

 

 

 

 
  ※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。 

ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表時のものです。 

最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 
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