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鹿児島市への国内外観光客の受入環境の充実に向けた連携協定の締結について 

 

 

鹿児島市（市長：森博幸）、エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社（代表取締役

社長：高橋寛、以下、NTT メディアサプライ）、西日本電信電話株式会社 鹿児島支店（支

店長：榊原寿治、以下、NTT 西日本 鹿児島支店）、三井不動産リアルティ株式会社（代表

取締役社長：山代裕彦、以下、三井不動産リアルティ）は、鹿児島市を訪れる国内外観光

客の受入環境の充実に向けた連携協定を締結しました。 

 

１．協定の背景と目的 

鹿児島市は、外国人観光客の利便性向上等を目的に NTT 西日本 鹿児島支店及び NTT

メディアサプライと連携し2014年から無料Wi-Fiサービス「Kagoshima City Free Wi-Fi」

を提供してまいりました。 

三井不動産リアルティは、運営する時間貸駐車場「三井のリパーク」において、レン

タカー等で旅行する訪日外国人への対応や、災害時における避難スポットとしての役割

等、近年駐車場に多様な機能が求められている中で、「安心・安全」「先進性」「環境配慮」

「災害時支援」の 4 つのキーワードを軸に駐車場の付加価値向上を進めております。 

本協定は、鹿児島市、NTT メディアサプライ及び NTT 西日本 鹿児島支店が、近年増

加する国内外観光客の受入環境の更なる充実のため、市内民間施設等に展開する無料

Wi-Fi サービス「Kagoshima City Free Wi-Fi Lite」（以下、「鹿児島市 Wi-Fi Lite」）を

新たに提供し、市内の様々な場所において無料でインターネットに接続できる環境の拡

大、普及促進に向けて連携を図るとともに、その第一段の取組として「鹿児島市 Wi-Fi Lite」

を三井不動産リアルティが運営する「三井のリパーク」駐車場へ整備することにより、

国内外からの観光客が容易に情報収集や情報発信ができる環境を提供するものです。 

 

 

 

 



２．「鹿児島市 Wi-Fi Lite」のサービス概要 

（１）ロゴデザイン 

 

 

 

 

 

 

（２）利用条件等 

① ご利用にはメールアドレスによるご登録が必要です。 

② 利用時間は１回最大 30 分間(1 日 8 回まで)です。 

     ③ ご利用には、IEEE802.11a/b/g/n/ac 対応で web ブラウザーを搭載した 

スマートフォン等の 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。 

※本サービスは通信の暗号化を行っておりません。 

※利用範囲は周囲の環境等により異なりますが、アクセスポイントの近辺です。 

     ④ 端末画面に表示される SSID 名は「KagoshimaCity-Free-Wi-Fi-Lite」と 

なります。 

 

３．「三井のリパーク」における「鹿児島市 Wi-Fi Lite」の提供について 

三井不動産リアルティは、対象となる市内 7 カ所の「三井のリパーク」駐車場に、Wi-Fi

自動販売機を提供するテルウェル東日本株式会社の協力のもと、「鹿児島市 Wi-Fi Lite」

や多言語翻訳※、災害支援機能等を組み合わせた「高機能自動販売機」等を 2019 年 2 月

22 日から順次設置します。 

また、対象となる市内 7 カ所の「三井のリパーク」のうち「三井のリパーク」鹿児島

金生町駐車場には、デジタルサイネージや観光案内板をあわせて設置し、国内外観光客

向けに鹿児島市が提供する観光情報の発信を行います（「高機能自動販売機」等の概要及

び対象拠点の詳細は別紙１、別紙２参照）。 

 

※精算機に貼付された QR コードをスマートフォンなどの携帯端末で読み取ることで、

ユーザー端末に設定された言語にあわせて、あらかじめ翻訳された駐車場の利用方法

などを表示。 

 



   

 

 

４．主な役割 

（１）鹿児島市 

      ・「鹿児島市 Wi-Fi Lite」の設置推奨 

   ・「鹿児島市 Wi-Fi Lite」に関する利用者向けの周知・広報 

（２）NTT メディアサプライ 

   ・「鹿児島市 Wi-Fi Lite」の提供・機器保守 

（３）NTT 西日本 鹿児島支店 

   ・「鹿児島市 Wi-Fi Lite」に関する店舗等事業者向けの周知・広報・設置提案 

   ・その他「鹿児島市 Wi-Fi Lite」の円滑な普及促進に係る取組の検討 

（４）三井不動産リアルティ 

・鹿児島市内に展開する「三井のリパーク」駐車場の土地及び設備等の提供 

・各種導入機能の提供・保守 

 

５．今後の展開 

鹿児島市、NTT メディアサプライ及び NTT 西日本 鹿児島支店は、今後も「鹿児島市

Wi-Fi Lite」の普及促進に取り組んでいくとともに、三井不動産リアルティにおいては、

市内の「三井のリパーク」における導入拠点の更なる拡大を検討してまいります。 

 

６．別紙・参考資料 

  別紙 1 各機能を組み合わせた高機能自動販売機等の概要 

  別紙 2 対象拠点一覧 

 

デジタルサイネージ 

 

高機能自動販売機 

 

※イメージです 

 

※イメージです 



 

【本件に関するお問合せ先】 

 鹿児島市 観光プロモーション課 

 TEL：099-216-1510 

 

NTT メディアサプライ株式会社  Business Re-creation 部 

TEL：06-4709-0411 

 

NTT 西日本 鹿児島支店 広報担当  

TEL：099-227-9635 

 

三井不動産リアルティ株式会社  企画部 広報グループ 

TEL：03-6758-4062 

 

※電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いいたします。 

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。 

 

 

 

 

審査：１８－２２４７－１ 



別紙１ 各機能を組み合わせた高機能自動販売機等の概要  （１／２） 

①無料Wi-Fiサービス（鹿児島市Wi-Fi Lite） 

駐車場内にて無料でインターネット接続が可能。 
※１回最大30分間(1日8回まで)利用可能。ご利用にはメールアドレスによるご登録が必要。 
  災害時には時間制限なくWi-Fi利用が可能となり、安否確認や避難情報の取得が可能。   
※災害時の開放については、サービス提供事業者の判断により実施。 
※本サービスは通信の暗号化を行っておりません。 
※利用範囲は周囲の環境等により異なりますが、アクセスポイントの近辺です。 

②ラッピングデザイン自動販売機 観光名所など地域の特色をあしらったオリジナルデザインをラッピング。 

③多言語翻訳機能（QR Translator） 
精算機に貼付されたQRコードをスマートフォンなどの携帯端末で読み取ることで、ユーザー端末に設定された言語にあわ
せて、あらかじめ翻訳された駐車場の利用方法などを表示。 

④デジタルサイネージ 
テルウェル東日本の提供するクラウド型サイネージサービスと60インチの大型ディスプレイにより、鹿児島市が提供する観光
情報やイベント情報、駐車場の設備情報などを配信。筐体には、観光名所など地域の特色をあしらったオリジナルデザイ
ンをラッピング（一部拠点）。 

⑤観光案内板 近隣の観光地情報を記載した地図を案内板として掲示（一部拠点）。 

①無料Wi-Fiサービス 
（鹿児島市Wi-Fi Lite） 

⑤観光案内板 ④デジタルサイネージ ②ラッピングデザイン自動販売機 
※イメージです 

観光情報（動画） 

設備情報（静止画） 

③多言語翻訳機能 
（QR Translator） 

精算機 



⑥災害対策用備蓄品 
ダストボックス上部の空きスペースを活用し、カンパン、簡易トイレ、レスキューシートなどの災害対策用品を備
蓄（一部拠点）。 

⑦災害支援自動販売機 
地震などの災害時に電力供給が停止した際、自動販売機内蔵専用ワイヤーの操作、または内蔵バッテリー
の作動により、貯蔵飲料を無償で提供可能（一部拠点）。 

別紙１ 各機能を組み合わせた高機能自動販売機等の概要  （２／２） 

※イメージです 

⑦災害支援自動販売機 
（ワイヤー操作による貯蔵飲料提供の場合） 

⑥災害対策用備蓄品 



駐車場名 住所 
鹿児島市 
Wi-Fi 
Lite 

ラッピング 
自販機 

多言語 
翻訳機能 

デジタル 
サイネージ 

観光 
案内板 

災害対策
用備蓄品 

災害 
支援機能 

１ 鹿児島金生町 鹿児島県鹿児島市金生町5-2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 鹿児島東千石町 鹿児島県鹿児島市東千石町5 ○ ○ ○ ○ ○ 

３ 鹿児島泉町 鹿児島県鹿児島市泉町11-9 ○ ○ ○ 

４ 鹿児島松原町 鹿児島県鹿児島市松原町2-6 ○ ○ ○ 

５ 鹿児島中央駅前 鹿児島県鹿児島市中央町12-12 ○ ○ ○ 

６ 鹿児島西田３丁目 鹿児島県鹿児島市西田３丁目22-8 ○ ○ ○ 

７ 鹿児島宇宿１丁目 
鹿児島県鹿児島市宇宿１丁目13-
24 ○ ○ ○ 

別紙２ 対象拠点一覧 


