平成２５年１２月２６日
（報道発表資料）
西日本電信電話株式会社 静岡支店
エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社

山梨県・静岡県による産官民協働「Fujisan Free Wi-Fi プロジェクト」への協力について

西日本電信電話株式会社 静岡支店（支店長：相浦 司、以下、ＮＴＴ西日本 静岡支店）は、山梨
県・静岡県による産官民協働「Fujisan Free Wi-Fi プロジェクト」※1 の協働企業として、平成２５年１２月
２６日（木）より Wi-Fi 環境整備の促進に協力することとなりました。
これに基づき、NTT 西日本 静岡支店は、静岡県内における 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（代表取締役社長：染川 和彦）が提供する Wi-Fi サービス
「DoSPOT」※2 により、快適なインターネット接続環境整備に努め地域活性化に協力します。
■「DoSPOT」の概要について
１．「DoSPOT」とは
「DoSPOT」は公共施設や店舗などのオーナーが店舗等へ Wi-Fi（無線 LAN）アクセスポイント（以
下、「AP」）を設置することで来訪者が誰でも気軽にインターネットを利用できる環境を構築できるサ
ービスです。
２．「DoSPOT」の特徴
（1）無料 Wi-Fi インターネット機能
Wi-Fi 対応端末をお持ちの来訪者は、Wi-Fi 対応端末の種類やご契約キャリアを問わず、１回
最大 1５分間（１日４回まで）無料で Wi-Fi インターネットを利用することができます。
（2）フレッツ・スポット※3 向け Wi-Fi インターネット機能
フレッツ・スポットユーザ（有料）なら時間制限なく、Wi-Fi インターネットを利用することができま
す。
なお、フレッツ・スポットユーザでないお客様はフレッツ・スポット（２週間限定メニュー）※4 の認証
ID カードを利用することで「フレッツ・スポット（Ｗｅｂ認証方式）※5」の提供エリア※6 において、２週間の
Wi-Fi インターネット接続がご利用可能となります。 観光地や宿泊施設に来訪される外国人や国内旅
行者等の皆様の旅先での Wi-Fi 利用ニーズに応えることができ、来訪者の満足度を高め、集客力の
向上が期待できます。
（3）オーナー向け Wi-Fi インターネット機能
公共施設、店舗等のオーナーは、時間制限無く Wi-Fi インターネットを利用することができます。
※１ 詳細は、山梨県・静岡県発表の山梨県・静岡県による産官民協働「Fujisan Free Wi-Fi プロジェクト」のご案内をご
覧ください。
※２ 「DoSPOT」の詳細は、http://www.do-spot.net/index.html をご覧ください。
※３ 「フレッツ・スポット」の詳細は、http://flets-w.com/spot/をご覧下さい。
※４ 「フレッツ・スポット（２週間限定メニュー）」の詳細は、http://flets-w.com/spot2week/ をご覧ください。
※５ Ｗｅｂ認証方式は、他事業者の公衆無線 LAN サービスとのローミングにより提供しています。
※６ 提供エリアは、http://www.e-map.ne.jp/asp/nttwest/をご覧ください。
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Fujisan Free Wi-Fiプロジェクト

⼭山梨梨県・静岡県

    ⼭山梨梨県・静岡県による

産官⺠民協働「Fujisan Free Wi-Fiプロジェクト」発⾜足のご案内
本件について、⼭山梨梨県、静岡県の両ロケーションにて相互映像配信の形態で同時同内容にて詳細説明会（【別添１】）
を執り⾏行行います。
お忙しい中恐縮でございますが、ご都合のよろしい会場に是⾮非お集まりいただけますよう宜しくお願い申し上げます。
⽇日時：平成25年年12⽉月26⽇日（⽊木） 　午後２時〜～
 　 　 　 　 　⼭山梨梨県側会場：⼭山梨梨県庁防災新館＜やまなしプラザ＞１Ｆ  オープンスクエア
 　 　 　 　 　静岡県側会場：静岡県庁別館2階 　記者会⾒見見室
登壇予定者：⼭山梨梨県観光部  観光振興課⻑⾧長、静岡県⽂文化観光部  観光政策課⻑⾧長 　他

トピックスⅠ：  ⼭山梨梨県・静岡県による産官⺠民協働「Fujisan  Free  Wi-‐‑‒Fiプロジェクト」の発⾜足 　

【別添２】
 　富⼠士⼭山の世界⽂文化遺産登録、東京オリンピック開催決定により、富⼠士⼭山周辺を訪れる外国⼈人観光客が増加する中、外国
⼈人観光客にニーズの⾼高い無料料で使えるWi-Fi環境整備（【別添３】）を進め、受⼊入環境の⽔水準を向上させる⽬目的に加え、
外国⼈人観光客の滞在や周遊を促進するためにWi-Fiの戦略略的活⽤用を地域⼀一体となり進めていくことが重要となっています。
 　⼭山梨梨県ではこれまでも「やまなしFree Wi-Fiプロジェクト」（※1）にて各種取組みを推進していましたが、この度度両県
にて検討を重ね富⼠士⼭山に隣隣接する⾃自治体として協⼒力力体制を確⽴立立し「Fujisan Free Wi-Fiプロジェクト」を発⾜足させ、Wi-Fi
を活⽤用した施策を推進していくことで合意しました。
 　なお県レベルの⾃自治体が主体となり、多様なサービスを提供する企業等と連携・協働してWi-Fiを活⽤用し地域活性を⽬目指
す取組みは⽇日本初となります。
＜推進体制＞
コンテンツ準備運営
プロジェクト全体コントロール
＜シンボルロゴ＞
地域ビジネスモデル構築
観光⾏行行政との連携

⼭山梨梨県・静岡県

Wi-‐‑‒Fi導⼊入地域・施設
＜観光・宿泊・飲⾷食等＞

やまなし観光推進機構
静岡県観光協会
シナプテック(株)
(株)しずおかオンライン

Wi-Fiサービス提供者
＜協働企業＞
東⽇日本電信電話(株)⼭山梨梨⽀支店
⻄西⽇日本電信電話(株)静岡⽀支店
エレコム(株)

サントリーフーズ(株)
サントリービバレッジサービス(株)
アサヒ飲料料(株)タケショウ(株)共同事業体

※１）やまなしFree Wi-Fiプロジェクト サイト：http://www.yamanashi-kankou.jp/wi-fi/	

トピックスⅡ：  共通ポータルサイト
「Fujisan  Free  Wi-‐‑‒Fi  Project  Oﬃcial  Website」のオープン 　

【別添４】
 　富⼠士⼭山周辺を訪れる外国⼈人観光客の観光利利便便性向上、安⼼心安全な旅のサポート等、滞在現地に
おける⾏行行動⽀支援を⽬目的に共通ポータルサイト「Fujisan  Free  Wi-‐‑‒Fi  Project  Oﬃcial  Website」
（英、中、韓）を開設します。
 　本サイトは、本プロジェクトに参画するWi-Fiスポットよりインターネット接続する際のトップ
画⾯面に⾃自動表⽰示をさせることで外国⼈人観光客のアクセシビリティを⾼高めます。
 　両県は、外国⼈人観光客が利利⽤用する現地のWi-Fiスポットを通じて本サイトの閲覧を促すことで、地
域への滞在・周遊、購買の促進や活性化が期待できます。
 　なお本サイトは滞在現地での閲覧に加えて、訪⽇日前の事前情報収集に活⽤用いただくことも想定し
ています。

ポータルサイトイメージ

＜現時点のラインナップコンテンツ＞
「富⼠士⼭山世界遺産構成資産ガイドブック（9ヶ国語）」 　「指差し会話帳（6ヶ国語）」
「公共交通案内」 　「ハザード情報」 　「⼭山梨梨・静岡両県ローカル情報（観光、グルメ、イベント等）」

トピックスⅢ：  ⼭山梨梨・静岡両県の相互送客イベントの試⾏行行について

【別添４】

「Fujisan Free Wi-Fi Project Official Website」を活⽤用して⼭山梨梨、静岡両県の観光地、産業⽂文化を紹介する等、今後は両県
が⼿手を組んで相互送客を図る取り組みを実施します。主に旅⾏行行⽇日程に融通が利利く個⼈人旅⾏行行客＜FIT＞をターゲットにWi-Fi
経由で情報を発信し、それをきっかけに滞在・周遊を促進するための有効⼿手段について検証を図ります。
 　なお、検証結果に応じ他の国内世界遺産エリアにも連携を呼びかけ取組みの輪輪を拡げていく事を視野に⼊入れています。
⼭山梨梨県観光部  観光振興課(担当：丸⼭山)
 　
Tel：055-223-1557
お問合せ先 　： 　静岡県⽂文化・観光部  観光・空港振興局  観光政策課(担当：室伏) Tel：054-221-3617
シナプテック株式会社(担当：⼾戸⽥田)
 　
Tel：055-220-3512

【別添１】会場イメージ
インターネット
接続・通信

※登壇者は変更更になる場合があります。
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【別添２】検討の経緯  等
平成24年年1⽉月12⽇日

「やまなしFree  Wi-‐‑‒Fi  プロジェクト」発⾜足
これまでも諸々活動を実施

富⼠士⼭山世界遺産登録（平成25年年6⽉月）
富⼠士⼭山に隣隣接する両県協働に向けた検討を実施

「Fujisan  Free  Wi-‐‑‒Fi  プロジェクト」発⾜足（平成25年年12⽉月26⽇日）
本日

今後、⼭山梨梨県/静岡県、地域、協働企業等で協⼒力力し
Wi-‐‑‒Fiを活⽤用した各種取り組みを創造、実践し
外国⼈人観光客等へのサービス提供を通じて地域活性につなげていく
・Ｗｉ-Ｆｉ活用に関する地域への啓発活動

 　 　 　→地域団体等に対する説明会・勉強会の開催  等

・Ｗｉ-Ｆｉ整備促進、及びその活用に向けた取組みの推進

 　 　 　→外国⼈人観光客の受⼊入に親和性がある施設、団体への整備協⼒力力依頼
 　 　 　→地域観光、産業資源の発信を通じた周遊滞在促進施策の実⾏行行 　 　等

・ポータルサイト、地域サイトにおけるコンテンツの充実と多言語対応拡充 等

【別添３】外国⼈人観光客のWi-‐‑‒Fiニーズについて

出典：※1：http://www.mlit.go.jp/common/000190680.pdf 「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	

【別添４】取組み全体イメージ
フェーズⅠ：インフラ整備促進
Wi-‐‑‒Fi導⼊入施設
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観光利利便便性向上
周遊・滞在促進を通じた
フェーズⅢ：
地域経済への還元

フェーズⅡ：情報利利便便性向上
トピックスⅡ

トピックスⅢ
単なるインターネット接続のみならず
県内はもとより、両県を跨いで
⼈人を動かす情報や仕掛けを提供する事で
インターネット
地域と地域をつなぐ施策を実践
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静岡⽀支店

“Fujisan  Free  Wi-‐‑‒Fi  Project
    Oﬃcial  Website”
http://www.freewiﬁjapan.com/
※サイト画像はイメージです。
 　今後デザイン等が変更更される場合があります。

【訪⽇日前事前情報収集】

滞在・周遊・購買促進

