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島原半島統一フリーWi-Fi『島原半島 Free Wi-Fi』の開始について 
～｢DoSPOT｣による Wi-Fi 環境整備の促進～ 

 
一般社団法人島原半島観光連盟（会長：楠田 喜熊）、島原市（市長：古川 隆三郎）、雲

仙市（市長：金澤 秀三郎）、南島原市（市長：松本 政博）、株式会社ケーブルテレビジョ
ン島原（代表取締役：清水 多聞）、株式会社ひまわりてれび（代表取締役社長：宮﨑 健）、
西日本電信電話株式会社 長崎支店（支店長：横井 幸博、以下 NTT 西日本 長崎支店）、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）は、「公衆無線
LAN『島原半島 Free Wi-Fi』の普及および利用促進」に関する協定を締結いたしました。 

 
2018 年 7 月「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録を受け、ま

すます盛り上がる島原半島観光の取り組みのひとつとして、「島原半島を訪れる国内外の観
光客の利便性向上」を目的に、無料で利用できる公衆無線 LAN アクセスサービス『島原半
島 Free Wi-Fi※1』を、2019 年 1 月 29 日から順次サービス提供開始します。 

 
これにより、当該観光地等を訪れたお客さまは一定の条件のもと、無料で Wi-Fi を利用

したインターネットをご利用いただけます。 
『島原半島 Free Wi-Fi』は、一般社団法人 九州経済連合会、一般社団法人 九州観光推

進機構、NTT グループが推進する「Kyushu_Free_Wi-Fi プロジェクト※2」、及び日本各地
のフリーWi-Fi への接続手続きを一回の利用登録のみでシームレスに実現できる「Japan 
Connected-free Wi-Fi※3」に対応しております。 
 

なお、株式会社ケーブルテレビジョン島原、株式会社ひまわりてれび、NTT 西日本 長
崎支店は今回の Wi-Fi 環境整備にあたり、エヌ･ティ･ティ･メディアサプライ株式会社が
提供する公衆無線 LAN アクセスサービス｢DoSPOT｣※4 により、快適なインターネット接
続環境の整備に努めるとともに、今後も、国内外の観光客誘致や災害対策等多様なニーズ
に対応する Wi-Fi サービスをめざし、島原半島内における Wi-Fi 環境の推進と魅力あふれ
る街や地域の活性化に寄与してまいります。 
 

※1 『島原半島 Free Wi-Fi』について 
｢000Shimabara_hanto_Free_Wi-Fi｣とは、島原半島エリアの利用者向け独自 SSID であり、来訪
者がスマートフォン等から誰でも気軽に検索や情報発信ができる無料公衆無線 LAN アクセスサー
ビスで、エヌ･ティ･ティメディアサプライ株式会社が提供するサービス｢DoSPOT｣を活用していま
す。 
｢SSID｣とは、Wi-Fi で接続する AP（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。 
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※2 「Kyushu_Free_Wi-Fi プロジェクト」について 
「Kyushu_Free_Wi-Fi プロジェクト」の詳細は、 
http://www.welcomekyushu.jp/kyushufreewifi/  をご覧ください。 

 
※3 「Japan Connected-free Wi-Fi」について 

エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供するスマートフォン及びタブ
レット端末向けの認証アプリケーションです。一部のフリーWi-Fi は対応しておりません。 
詳細は、http://www.ntt-bp.net/jcfw/ja.html をご覧ください。 
 

※4  ｢DoSPOT｣について 
エヌ･ティ･ティ･メディアサプライ株式会社が提供する店舗等事業者向けの公衆無線 LAN アクセス
サービスです。｢DoSPOT｣の詳細は、http://www.do-spot.net/index.html をご覧ください。 
｢DoSPOT｣は、「Japan Connected-free Wi-Fi」及び「Kyushu_Free_Wi-Fi プロジェクト」に対
応しております。 

 
『島原半島 Free Wi-Fi』のサービス概要については、以下の通りです。 

 
１．サービス開始日  

2019 年 1 月 29 日より順次             
                          

2．利用条件等                       
 (1) ご利用には「メールアドレス」または、「SNS アカウン 

ト※５」によるご登録が必要です※６。 
         

※５ 連携可能な「SNS アカウント」は Twitter、Facebook、 
Google、Yahoo！JAPAN ID になります。 

                    
  ※６ 「Japan Connected-free Wi-Fi」アプリにて接続する場合、 

すでにアプリの利用登録を行っていれば改めてメールアドレス 
等による登録は不要です。 

      
 (2) 利用時間は、１回最大 20 分間(1 日 12 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は行っておりません。  

 
（4）端末画面に表示される SSID 名は、「000Shimabara_hanto_Free_Wi-Fi」と 

なります。 

3．主な提供場所（予定）   

提供場所 住   所 

島原鉄道 諫早駅 諫早市永昌町 1-1 諫早駅東Ⅰ棟 

鯉の泳ぐまち 観光交流センター「清流亭」 島原市新町 2 丁目 247 番地 1 

しまばら湧水館 島原市新町 2 丁目 122 番地 

湧水庭園 四明荘 島原市新町 2 丁目 125 番地 

【参考】Wi-Fi ｻｰﾋﾞｽﾛｺﾞ



南島原市役所 西有家庁舎（１Ｆ~３Ｆ） 南島原市西有家町里坊 96 番地２ 

南島原市役所 有家庁舎 （１Ｆ~３Ｆ）  南島原市有家町山川 58 番地 

南島原市役所 南有馬庁舎（１Ｆ~３Ｆ） 南島原市南有馬町乙 1023 番地 

島原市観光案内所（島原港） 島原市下川尻町 7-5 
 
★利用範囲は周囲の利用条件により異なりますが、アクセスポイント周辺となります。 

    ★提供場所については 1 月２２日現在の情報です。順次拡大していきます。 
 

以 上 
 

[本件に関するお問い合わせ先] 
一般社団法人島原半島観光連盟 
TEL：0957-62-0655 
月曜日～金曜日の 9 時～17 時 
(祝日, 年末年始 12/29～1/3 を除く) 
 

株式会社ケーブルテレビジョン島原 
TEL：0957-63-3456 
月曜日～金曜日の 9 時～17 時 
(祝日, 年末年始 12/29～1/3 を除く) 
 
株式会社ひまわりてれび 
TEL：0957-37-6177 
月曜日～金曜日の 9 時～17 時 
(祝日, 年末年始 12/29～1/3 を除く) 
 
ＮＴＴ西日本 長崎支店 ビジネス営業部 
TEL：095-828-9115 
月曜日～金曜日の 9 時～17 時 
(祝日, 年末年始 12/29～1/3 を除く) 

 
エヌ･ティ･ティ･メディアサプライ株式会社 
Business Re-creation 部  
TEL：06-4709-0411 
月曜日～金曜日の 9 時～17 時 
(祝日, 年末年始 12/29～1/3 を除く) 

 
※電話番号をお確かめうえ、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。 

 

 

 

審査 18-1991-1 


