
Wi-Fi導入箇所一覧

1 北海道 利尻礼文サロベツ サロベツ湿原センター 北海道天塩郡豊富町

2 北海道 利尻礼文サロベツ 幌延ビジターセンター 北海道天塩郡幌延町 ※

3 北海道 大雪山 ぬかびら源泉郷ビジターセンター（町施設との合築） 北海道河東郡上士幌町

4 北海道 大雪山 層雲峡ビジターセンター 北海道上川郡上川町

5 北海道 支笏洞爺 支笏湖ビジターセンター 北海道千歳市

6 北海道 支笏洞爺 洞爺財田自然体験ハウス 北海道虻田郡洞爺湖町

7 北海道 支笏洞爺 洞爺湖ビジターセンター 北海道虻田郡洞爺湖町

8 釧路 知床 知床世界遺産ルサフィールドハウス 北海道目梨郡羅臼町

9 釧路 知床 知床世界遺産センター 北海道斜里郡斜里町

10 釧路 知床 羅臼ビジターセンター 北海道目梨郡羅臼町

11 釧路 知床 知床五湖フィールドハウス 北海道斜里郡斜里町

12 釧路 阿寒摩周 川湯エコミュージアムセンター 北海道川上郡弟子屈町

13 釧路 阿寒摩周 和琴フィールドハウス 北海道川上郡弟子屈町

14 釧路 阿寒摩周 阿寒湖畔エコミュージアムセンター 北海道釧路市

15 釧路 釧路湿原 塘路湖エコミュージアムセンター 北海道川上郡標茶町

16 釧路 釧路湿原 シラルトロ自然情報館 北海道川上郡標茶町

17 釧路 釧路湿原 釧路湿原野生生物保護センター 北海道釧路市

18 東北 十和田八幡平 十和田ビジターセンター 青森県十和田市

19 東北 十和田八幡平 八幡平ビジターセンター 秋田県鹿角市

20 東北 十和田八幡平 網張ビジターセンター 岩手県岩手郡雫石町

21 東北 三陸復興 浄土ヶ浜ビジターセンター 岩手県宮古市 ※

22 東北 三陸復興 種差海岸インフォメーションセンター 青森県八戸市

23 東北 三陸復興 碁石海岸インフォメーションセンター 岩手県大船渡市

24 東北 三陸復興 南三陸海のビジターセンター 宮城県本吉郡南三陸町

25 東北 三陸復興 石巻川のビジターセンター 宮城県石巻市 ※

26 東北 磐梯朝日 月山ビジターセンター 山形県鶴岡市

27 東北 磐梯朝日 浄土平ビジターセンター 福島県福島市 ※

28 東北 磐梯朝日 裏磐梯ビジターセンター 福島県耶麻郡北塩原村

29 関東 日光 日光湯元ビジターセンター 栃木県日光市

30 関東 日光 那須平成の森フィールドセンター 栃木県那須郡那須町

31 関東 日光 那須高原ビジターセンター 栃木県那須郡那須町

32 関東 小笠原 小笠原世界遺産センター 東京都小笠原村
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33 関東 富士箱根伊豆 箱根ビジターセンター 神奈川県足柄下郡箱根町 ※

34 関東 富士箱根伊豆 田貫湖ふれあい自然塾自然体験ハウス 静岡県富士宮市

35 長野 上信越高原 鹿沢インフォメーションセンター 群馬県吾妻郡嬬恋村

36 長野 中部山岳 上高地ビジターセンター 長野県松本市

37 長野 中部山岳 上高地インフォメーションセンター 長野県松本市

38 長野 中部山岳 沢渡ナショナルパークゲート 長野県松本市

39 長野 中部山岳 欅平ビジターセンター 富山県黒部市

40 中部 白山 市ノ瀬ビジターセンター 石川県白山市

41 中部 白山 中宮温泉ビジターセンター（県施設との合築） 石川県白山市

42 中部 伊勢志摩 横山ビジターセンター 三重県志摩市

43 近畿 吉野熊野 大台ヶ原ビジターセンター 奈良県吉野郡上北山村

44 近畿 吉野熊野 宇久井ビジターセンター 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

45 近畿 吉野熊野 潮風の休憩所 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬

46 近畿 山陰海岸 竹野スノーケルセンター 兵庫県豊岡市

47 中国四国 瀬戸内海 大久野島ビジターセンター 広島県竹原市

48 中国四国 瀬戸内海 五色台ビジターセンター 香川県坂出市

49 中国四国 大山隠岐 大山情報館 鳥取県西伯郡大山町

50 九州 西海 九十九島ビジターセンター 長崎県佐世保市 ※

51 九州 雲仙天草 雲仙お山の情報館 長崎県雲仙市

52 九州 雲仙天草 雲仙お山の情報館別館 長崎県雲仙市

53 九州 雲仙天草 雲仙諏訪の池ビジターセンター 長崎県雲仙市

54 九州 雲仙天草 平成新山ネイチャーセンター 長崎県島原市

55 九州 阿蘇くじゅう 南阿蘇ビジターセンター 熊本県阿蘇郡高森町 ※

56 九州 阿蘇くじゅう 阿蘇草原保全活動センター　草原学習館 熊本県阿蘇市

57 九州 阿蘇くじゅう 長者原ビジターセンター 大分県玖珠郡九重町 ※

58 九州 霧島錦江湾 えびのエコミュージアムセンター 宮崎県えびの市 ※

59 九州 霧島錦江湾 重富海岸自然ふれあい館 鹿児島県姶良市

60 九州 屋久島 屋久島世界遺産センター 鹿児島県熊毛郡屋久島町

61 那覇 奄美群島 奄美野生生物保護センター 鹿児島県大島郡大和村 ※

62 那覇 慶良間 阿嘉島ビジターセンター（仮称） 沖縄県島尻郡座間味村 ※

63 那覇 やんばる やんばる野生生物保護センター 沖縄県国頭郡国頭村

64 那覇 西表石垣 竹富島ゆがふ館 沖縄県八重山郡竹富町

65 那覇 西表石垣 黒島ビジターセンター 沖縄県八重山郡竹富町

66 那覇 西表石垣 西表野生生物保護センター 沖縄県八重山郡竹富町

備考：※については順次供用開始


