
無料開放対象の公衆無線 LAN エリアの一覧 

 

 対象エリアであっても、震災等の影響でご利用いただけない場合がございます  

※公衆無線 LAN エリアの復旧作業の進捗に応じて、対象エリアは随時追加していく予定です。追加したエリアについては、NTT ブロード

バンドプラットフォームのホームページ及び NTT レゾナントの位置情報サービス「PinQA」上で随時公開します。 

・NTT ブロードバンドプラットフォーム 公式ホームページ：http://www.ntt-bp.net/ 

・NTT レゾナント 位置情報サービス「PinQA」：http://pinqa.com/ 

 

＜青森県＞ 

イタリアントマトカフェ Jr イトーヨーカドー弘前店  青森県弘前市大字駅前 3-3-1 

青森県産業振興協会ｱｽﾊﾟﾑ    青森県青森市安方 1-1-40 

ベストウェスタンホテルニューシティ弘前   青森県弘前市大町 1-1-2 

ホテル JAL シティ 八戸    青森県八戸市廿六日町 8 番地 

ホテルサンルート 八戸    青森県八戸市六日町 10 

スマイルホテル 八戸     青森県八戸市番町 31-5 

スマイルホテル 青森     青森県青森市本町 2-4-7 

ホテル青森           青森県青森市堤町 1-1-23 

ラ・プラス青い森                 青森県青森市中央 1-11-18 

青森ワシントンホテル     青森県青森市本町 2-1-26 

青森国際ホテル     青森県青森市新町 1-6-18 

八戸グランドホテル      青森県八戸市番町 14 

八戸パークホテル     青森県八戸市吹上 1-15-90 

八戸プラザホテル 本館    青森県八戸市柏崎 1-6-6 

八戸プラザホテル 別館    青森県八戸市柏崎 1-6-6 

八戸第一ワシントンホテル    青森県八戸市十三日町 7 番地 

八戸第二ワシントンホテル    青森県八戸市徒士町 11 

十和田富士屋ホテル     青森県十和田市東三番町 1-6 

青森空港      青森県青森市大字大谷字小谷 1-5 

ロッテリア 藤崎ジャスコ店    青森県南津軽郡藤崎町西豊田 1-7-9 

ドコモショップ青森西店    青森県青森市大字石江字江渡 97-3 

ドコモショップ弘前駅前店    青森県弘前市大字駅前 3-5-1 

ドコモショップ八戸駅前店    青森県八戸市大字尻内町字八百刈 50-2 

モスバーガー 青森浪館店    青森県青森市浪館字前田 4-10-36 

スターバックス コーヒー 青森 ELM 店   青森県五所川原市 唐笠柳 517-1 ELM 

タリーズコーヒー イオンモール下田店（旧イオン下田 SC 店） 青森県上北郡おいらせ町中野平 40-1 

＜秋田県＞ 

モスバーガー 秋田広面店    秋田県秋田市広面小沼古川端 13-1 

秋田ビューホテル     秋田県秋田市中通 2-6-1 

ドコモショップ秋田店     秋田県秋田市大町 4-2-39 ﾄﾞｺﾓ東北秋田ﾋﾞﾙ 1F 

ドコモショップ秋田東店    秋田県秋田市東通 2-1-7 

スターバックス コーヒー 秋田アルス店   秋田県秋田市中通 7-2-1 おしゃれかんアルス 

スターバックス コーヒー 秋田大学医学部附属病院店  秋田県秋田市広面蓮沼 44-2 



ロッテリア 秋田ステーショントピコ店   秋田県秋田市中通 7-1-2 

ロッテリア ７号秋田土崎店    秋田県秋田市土崎港中央 3-12 

ロッテリア 秋田土崎イオン店    秋田県秋田市土崎港南 2-3-41 

スターバックス コーヒー イオンモール秋田店  秋田県秋田市御所野地蔵田 1-1-1 イオンモール秋田 

スターバックス コーヒー イオン大曲店   秋田県大仙市和合坪立 177 

＜栃木県＞ 

タリーズコーヒー 宇都宮店    栃木県宇都宮市馬場通り 2-3-12 ﾗﾊﾟｰｸ長崎屋宇都宮店 1 階 

モスバーガー モスバーガー宇都宮駅店   栃木県宇都宮市川向町 1-23 

タリーズコーヒー 自治医大駅前店   栃木県下野市医大前 3-1-1TSUTAYA 自治医大 1F 

タリーズコーヒー 矢板店    栃木県矢板市末広町 20-1 うさぎや TSUTAYA 矢板店 1F 

タリーズコーヒー 宇都宮インターパークビレッジ店  栃木県宇都宮市ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ 4-1-3 ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞﾚｯｼﾞ 

タリーズコーヒー ララスクエア宇都宮店   栃木県宇都宮市駅前通り 1-4-6 

ロッテリア ＶＡＬ小山店    栃木県小山市城山町 3-3-22 小山駅ﾋﾞﾙ内 

ロッテリア アピタ宇都宮フードスクエア店   栃木県宇都宮市江曽島本町 22-7 

ロッテリア 栃木イオン店    栃木県栃木市箱森町 37-9 

ロッテリア 宇都宮戸祭店    栃木県宇都宮市上戸祭 2-1-28 

ロッテリア 宇都宮滝谷町店    栃木県宇都宮市滝谷町 19-10 

ロッテリア 宇都宮駅ビルパセオ店   栃木県宇都宮市川向町 1-23 

スターバックス コーヒー 宇都宮福田屋店   栃木県宇都宮市今泉町 237 福田屋ショッピングプラザ宇都宮店 

スターバックス コーヒー 宇都宮パルコ店   栃木県宇都宮市馬場通り 3-1-1 宇都宮パルコ 1F 

スターバックス コーヒー イオン佐野新都市店  栃木県佐野市高萩町 1000-1 イオン佐野新都市ショッピングセンター 

スターバックス コーヒー FKD 宇都宮インターパーク店  栃木県宇都宮市中島町 939FKD ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ宇都宮ｲﾝﾀｰﾊﾟｰｸ 

スターバックス コーヒー ヴァル小山店   栃木県小山市城山町 3-3-22VAL 小山 

スターバックス コーヒー 宇都宮パセオ店   栃木県宇都宮市川向町 1-23 パセオ 1F 

スターバックス コーヒー 宇都宮イトーヨーカドー店  栃木県宇都宮市陽東 6-2-1 イトーヨーカドー宇都宮店 

スターバックス コーヒー 獨協医科大学病院店  栃木県下都賀郡壬生町北小林 880 

スターバックス コーヒー おやまゆうえんハーヴェストウォーク店 栃木県小山市喜沢 1475 おやまゆうえんハーヴェストウォーク 

スターバックス コーヒー 宇都宮上戸祭店   栃木県宇都宮市上戸祭町字欠ノ上 366－7 

スターバックス コーヒー 自治医科大学附属病院店  栃木県下野市薬師寺 3311-1 自治医科大学附属病院 

スターバックス コーヒー 小山店    栃木県小山市東城南 1-27-1  

スターバックス コーヒー 佐野プレミアム・アウトレット店  栃木県佐野市越名町 2058 番地佐野プレミアム・アウトレット 370 区 

＜群馬県＞ 

モスバーガー 高崎貝沢店    群馬県高崎市貝沢町字嶋 747-1 

高崎ビューホテル     群馬県高崎市柳川町 70 

アパホテル高崎駅前     群馬県高崎市八島町 232-8 

セントラルホテル高崎     群馬県高崎市八島町 14-8 

パークイン高崎     群馬県高崎市九蔵町 31-1 

ホテルルートイン高崎     群馬県高崎市旭町 128-4 

スターバックス コーヒー 高崎駅ビル モントレー店  群馬県高崎市八島町 222 高崎駅ビル モントレー 2F 

タリーズコーヒー 高崎店    群馬県高崎市八島町 20 番地淡路ﾋﾞﾙ 1F 

スターバックス コーヒー ベイシア西部モール店  群馬県伊勢崎市宮子町 3423-15 ベイシア西部モール 

スターバックス コーヒー イオンモール太田店  群馬県太田市石原町 81 イオンモール太田 

スターバックス コーヒー カインズホーム前橋吉岡店  群馬県北群馬郡吉岡町大久保 821 ｶｲﾝｽﾞｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ前橋吉岡店 



スターバックス コーヒー イオンモール高崎店  群馬県高崎市棟高町 1400 イオンモール高崎 

スターバックス コーヒー けやきウォーク前橋店  群馬県前橋市文京町 2-1-1 

スターバックス コーヒー 高崎貝沢店   群馬県高崎市貝沢町 1327-3 

スターバックス コーヒー 伊勢崎 SMARK 店   群馬県伊勢崎市西小保方町 368 

スターバックス コーヒー イーサイト高崎店   群馬県高崎市八島町２２２ 

ロッテリア 伊勢崎イトーヨーカドーFS 店   群馬県伊勢崎市連取町 1507 

＜新潟県＞ 

モスバーガー 新潟万代シティ店    新潟県新潟市中央区万代 1-5-6 

燕三条ワシントンホテル    新潟県燕市井土巻 3 丁目 65 

ホテルニューオータニ長岡    新潟県長岡市台町 2-8-35 

古町通六番町商店街     新潟県新潟市古町通 6 番町 

朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター   新潟県新潟市中央区万代島 6-1 

朱鷺メッセ万代島ビル     新潟県新潟市中央区万代島 5-1 

タリーズコーヒー 南万代フォーラム店   新潟県新潟市中央区幸西 3-1-6 

プロント 新潟駅店     新潟県新潟市中央区花園 1-1-1  

ロッテリア 新潟聖籠店    新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮野字飛山 3307-2 

ロッテリア ワーナーマイカル県央イオン店   新潟県燕市井土巻 3-148 

スターバックス コーヒー 新潟万代シテイ店   新潟県新潟市中央区万代 1-6-1 

スターバックス コーヒー 新潟ラフォーレ店   新潟県新潟市中央区西堀通 6-866 

スターバックス コーヒー アピタ新潟西店   新潟県新潟市西区小新白鳥 474  

スターバックス コーヒー イオン新発田店   新潟県新発田市住吉町 5-11-5 

スターバックス コーヒー CoCoLo 長岡店   新潟県長岡市城内町 1-611-1  

スターバックス コーヒー 長岡リバーサイド千秋店  新潟県長岡市千秋 2-278  

スターバックス コーヒー イオン新潟南店   新潟県新潟市江南区下早通柳田 1-1-1 

スターバックス コーヒー 新潟紫竹山店   新潟県新潟市中央区紫竹山 5-2-19 

新潟空港      新潟県新潟市松浜町 3710 

 

 

 

［参考］2011 年 3 月 18 日より既に無料開放しているエリア 

＜岩手県＞ 

スターバックス コーヒー 盛岡菜園店   岩手県盛岡市菜園 1-11-11 ホテルロイヤル盛岡 

タリーズコーヒー 盛岡駅フェザン店   岩手県盛岡市盛岡駅前通 1-44  

モスバーガー 盛岡マッハランド店   岩手県盛岡市上堂 1-2-50 

モスバーガー 盛岡津志田店    岩手県盛岡市中央 2-18-48 

ホテルシティプラザ北上    岩手県北上市川岸 1-14-1 

ホテルニューカリーナ     岩手県盛岡市菜園 2-6-1 

ホテル東日本盛岡     岩手県盛岡市大通 3-3-18 

水沢グランドホテル     岩手県奥州市水沢区東町 40 

ドコモショップ盛岡インター店    岩手県盛岡市前潟 2-1-45 

ドコモショップ盛岡駅前店    岩手県盛岡市駅前通 9-6 

ドコモショップ盛岡店     岩手県盛岡市上堂 4-13-1 ドコモ盛岡ビル 1 階 

ドコモショップ盛岡本宮店    岩手県盛岡市本宮字稲荷 27-1 



 

＜宮城県＞ 

スターバックス コーヒー 仙台クリスロード店  宮城県仙台市青葉区中央 2-5-3 

スターバックス コーヒー 仙台駅東口店   宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-2-10 

スターバックス コーヒー 仙台パルコ店   宮城県仙台市青葉区中央 1-2-3 

ロッテリア 仙台加茂店    宮城県仙台市泉区加茂 2-1-1 

モスバーガー 仙台定禅寺通り店   宮城県仙台市青葉区国分町 3-4-5 

DUCCA 東口店     宮城県仙台市宮城野区榴岡 1-1-1 Zepp Sendai 2F 

仙台市営地下鉄 勾当台公園駅    宮城県仙台市青葉区本町 3-9-2 

仙台市営地下鉄 泉中央駅    宮城県仙台市泉区泉中央 1-7-1 

仙台市営地下鉄 仙台駅    宮城県仙台市青葉区中央 1 丁目 

仙台市営地下鉄 広瀬通駅    宮城県仙台市青葉区中央 2-10-22 

仙台市営地下鉄 長町駅    宮城県仙台市太白区長町 5 丁目 

チサンホテル仙台     宮城県仙台市青葉区中央 4-8-7 

ホテルサンルート仙台     宮城県仙台市青葉区中央 4-10-8 

スマイルホテル仙台国分町    仙台市青葉区一番町 4-3-22 

ホテル法華クラブ仙台     宮城県仙台市青葉区本町 2-11-30 

ホリデイ・イン仙台     宮城県仙台市若林区新寺 1-4-1 

ホテルコムズ仙台     宮城県仙台市青葉区本町 2-18-11 

ドコモショップクリスロード仙台    宮城県仙台市青葉区中央 2-2-18 

ドコモショップ仙台店     宮城県仙台市青葉区中央 1-8-19 仙台東洋ビル 1 階 

ドコモ東北ビル     宮城県仙台市青葉区上杉１丁目１−２ 

ロッテリア 仙台一番町店（3/22 より追加）   宮城県仙台市青葉区一番町 4-5-26 

＜山形県＞ 

ロッテリア 山形エスパル店    山形県山形市香澄町 1-1-1 

モスバーガー 山形西バイパス店   山形県山形市城西町 5-35-62 

アパホテル 山形駅前大通    山形県山形市十日町 4-1-8 

ホテルキャッスル     山形県山形市十日町 4-2-7 

ホテルメトロポリタン山形    山形県山形市香澄町 1-1-1 

ホテルルートイン鶴岡インター    山形県鶴岡市大塚町 12-26 

山形グランドホテル     山形県山形市本町 1-7-42 

山形国際ホテル     山形県山形市香澄町 3-4-5 

山形駅西口ワシントンホテル    山形県山形市城南町 1-1-1 

ドコモショップ山形店     山形県山形市幸町 18-9 ドコモ山形ビル 1 階 

＜福島県＞ 

スターバックス コーヒー 郡山モルティ店   福島県郡山市駅前 2-11-1 

スターバックス コーヒー 福島県立医科大学附属病院店 福島県福島市光が丘 1 

ロッテリア 郡山朝日町店    福島県郡山市朝日 3-7-41 

ロッテリア 郡山開成店    福島県郡山市開成 2-40-13 

ロッテリア 郡山エスパル店    福島県郡山市燧田 195 

ロッテリア 郡山モルティ店    福島県郡山市駅前 2-11-1 

ロッテリア いわき谷川瀬店    福島県いわき市平谷川瀬字双藤町 84 

いわき駅前再開発ビル    福島県いわき市平字田町 120 



チサンホテル郡山     福島県郡山市駅前 1-8-18 

会津若松ワシントンホテル    福島県会津若松市白虎町 201 

福島ビューホテル     福島県福島市太田町 13-73 

郡山ワシントンホテル     福島県郡山市大町 1-3-3 

いわきワシントンホテル    福島県いわき市平字 1-1 

ドコモショップ須賀川店    福島県須賀川市仲の町 102 ロックタウン須賀川 E 棟 

＜茨城県＞ 

スターバックス コーヒー 西友楽市守谷店   茨城県守谷市けやき台 4-1-5 西友楽市 守谷 

スターバックス コーヒー つくばキュート店   茨城県つくば市吾妻 1-6-1Q't 2F 

スターバックス コーヒー つくば店   茨城県つくば市稲荷前 12－2 

スターバックス コーヒー 水戸 県庁前店   茨城県水戸市笠原町 978-40 

スターバックス コーヒー 守谷サービスエリア（下り線）店 茨城県守谷市野木崎 86 

スターバックス コーヒー イーアスつくば店   茨城県つくば市研究学園 C50 街区 1 

スターバックス コーヒー つくば駅店   茨城県つくば市吾妻 2-128 

スターバックス コーヒー イオン土浦店   茨城県土浦市上高津 376 イオン土浦ショッピングセンター1F 

スターバックス コーヒー ひたち野うしく店   茨城県牛久市ひたち野東 2-7-1 アクロスプラザひたち野うしく 

タリーズコーヒー 水戸駅前南口店   茨城県水戸市宮町 1-7-44COMBOX310 

ロッテリア アピタ石下フードスクエア店   茨城県常総市本石下 4421-1 

ロッテリア つくばＭＯＧ店    茨城県つくば市吾妻 1-5-3MOG 内 

ロッテリア VAL 古河店    茨城県古河市本町 1-1-15VALKOGA 内 

ロッテリア 石岡駅店     茨城県石岡市国府 1-1 

守谷フードコート 守谷フードコート   茨城県守谷市守谷甲 2566-1 

首都圏都市鉄道 つくば駅    茨城県つくば市吾妻 2-128 

首都圏都市鉄道 守谷駅    茨城県守谷市守谷中央 4-9 

首都圏都市鉄道 みらい平駅    茨城県つくばみらい市小張 1722-1 

首都圏都市鉄道 みどりの駅    茨城県つくば市下萱丸 382 

首都圏都市鉄道 研究学園駅    茨城県つくば市苅間 1229-1 

首都圏都市鉄道 万博記念公園駅   茨城県つくば市島名 4386 

モスバーガー 水戸バイパス見川店   茨城県水戸市見川町 2139-56 

モスバーガー 水戸南町店    茨城県水戸市南町 3-3-43 

モスバーガー 土浦真鍋店    茨城県土浦市真鍋 5-8-11 

オークラフロンティアホテルつくば    茨城県つくば市吾妻 1-1364-1 

ホテルグランド東雲     茨城県つくば市小野崎 488-1 

ホテルマロウド筑波     茨城県土浦市城北町 2-24 

ホテルルートイン結城     茨城県結城市中央 1-1-9 

三井不動産 つくば三井ビルディング   茨城県つくば市竹園 1-6-1 

ドコモショップつくば店     茨城県つくば市東新井 24-3 

ドコモショップ守谷店     茨城県守谷市本町 288-1 

＜長野県＞ 

スターバックス コーヒー 長野駅前店   長野県長野市南千歳町 826 

スターバックス コーヒー 軽井沢・プリンスショッピングプラザ店 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 プリンスショッピングプラザ 

スターバックス コーヒー 松本なぎさライフサイト店  長野県松本市渚 1-7-1 

スターバックス コーヒー イオン上田店   長野県上田市常田 2-12-18 



スターバックス コーヒー 松本駅ビル MI DO RI 店  長野県松本市深志 1-1-1 

スターバックス コーヒー TSUTAYA 松本庄内店  長野県松本市出川 1-1-3 

スターバックス コーヒー TSUTAYA 東松本店  長野県松本市元町 1-2-1 

タリーズコーヒー 松本駅前大通り店   長野県松本市深志 1-2-11 

タリーズコーヒー 塩尻店    長野県塩尻市広丘野村 2055-4 

タリーズコーヒー 長野アイビースクエア店   長野県長野市南千歳 1-3-12 

プロント 長野駅店     長野県長野市南長野南石堂町 1327-5 

ロッテリア アピタ岡谷店    長野県岡谷市銀座 1-1-5 

ロッテリア 長野駅ビルＭＩＤＯＲＩ店   長野県長野市南千歳 1-22-6 

コンフォートホテル長野    長野県長野市南千歳 1-12-4 

THE SAIHOKUKAN HOTEL    長野県長野市県町 528-1 

プリンスホテル 軽井沢プリンスホテルイースト  長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 

プリンスホテル 軽井沢プリンスホテルウエスト  長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 

長野県庁      長野県長野市大字南長野字幅下 692-2 

 

 


