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東日本旅客鉄道株式会社 

日 本 テ レ コ ム 株式 会社 

 

 

「無線による、駅でのインターネット接続実験」の延長について 

 

東日本旅客鉄道株式会社と日本テレコム株式会社は、首都圏主要駅等において、お客様

にご参加いただける「無線による、駅でのインターネット接続実験」を実施しております。 

本実験は、約 3万名のお客様にモニターとしてご登録いただくなど、引き続きご好評を

いただいていることから、12 月 19日にて終了予定であった実験期間を 2004 年 3月頃ま

で延長いたします。 

また、あわせて新幹線主要駅と山手線主要駅においてエリアを拡大いたします。 

 

 

１．実験期間の延長について 

実験終了時期につきましては、別途ご案内いたします。 

（モニター募集は、実験期間終了まで受付けいたします） 

※ 実験延長に伴い、現在実施中の以下の各社とのローミングトライアルも延長します。 

・ NTT-BP（無線LAN倶楽部） 

・ JR西日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ（エキLANスポット） 

・ NTTドコモ（Mzone） 



 

２．実験エリアの追加について 

今後、以下の箇所においても、無線による高速インターネット接続サービスをご利用いただけるよう

になります。 

・大宮駅 新幹線改札内待合室 12/8（月）より 

・小山駅 新幹線改札内待合室 12/8（月）より 

・宇都宮駅 新幹線改札内待合室 12/8（月）より 

・越後湯沢駅 西口改札外待合室 12/8（月）より 

・長岡駅 新幹線改札内待合室 12/8（月）より 

・新潟駅 新幹線改札内待合室 12/8（月）より 

・長野駅 新幹線改札内待合室 12/8（月）より 

・熊谷駅 新幹線改札内待合室 12/下旬より 

・高崎駅 新幹線改札内待合室 12/下旬より 

・東京駅 八重洲連絡通路付近サンディーヌエクスプレス 

・新橋駅 烏森口改札外サンディーヌエクスプレス 

・浜松町駅 南口改札外カフェ東京ブギ 

・品川駅 北口改札内ベックスコーヒー 

・五反田駅 西口改札外サンディーヌエクスプレス 

・池袋駅 中央改札内ロンドンパブ 

・池袋駅 東口ベッカーズ 

・上野駅 16・17番線待合室 

・秋葉原駅 総武線ホーム通路ベックスコーヒー 

準備ができ次第、

実験ホームページ

上でご案内いたし

ます 

 

今回エリアが追加されたことにより、利用可能エリアは全31駅57箇所となります。 

エリアの詳細は別紙をご参照ください。 

 

モ ニ タ ー 応 募 方 法 や 実 験 エ リ ア 、 ご 利 用 方 法 な ど 、 詳 細 は 実 験 ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.jreast.co.jp/musenlan/ にてご確認ください。 
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別紙

無線による、駅でのイ ンターネッ ト接続実験　利用可能エリア一覧

スタンドカフェ　カフェ・ビス （株）鉄道会館 7：00～23：00

アジアンリゾートカフェ　カフェ・グラン （株）鉄道会館 7：00～23：00

情報発信スペース　Ｂｒｅａｋ（ブレイク） ー 7：00～23：00

2 丸の内地下北口改札外コンコース 動輪の広場 ー 始発～終電

びゅうスクエア

（特急券をお持ちのお客様用待ち合わせスペース）
ー 8：00～20：00

洋食屋　バリ　銀の鈴 （株）鉄道会館 8：00～22：30

アメポテ東京 ジェイアール東日本フードビジネス（株） 9：00（休日は11：00)～12：00 13：00～22：30

4 中央通路1階コンコース サンディーヌエクスプレス（センター店） （株）日本レストランエンタプライズ 6：00～23：00

5 八重洲北口改札付近 Ferro Vie（フェローヴィー） 東日本キヨスク（株） 10：00～16：00

6 八重洲連絡通路付近 サンディーヌエクスプレス（東京南口店） （株）日本レストランエンタプライズ 6：00～23：45

7 総武線地下3・4番ホーム ホーム中央　ベンチ付近 ー 始発～終電

8 新幹線22・23番ホーム 待合室 ー 始発～終電

9 八重洲トラベルプラザ ベックスコーヒー　八重洲中央口店 ジェイアール東日本フードビジネス（株） 9：00～12：00 13：00～22：00

銀の鈴広場 ー 始発～終電

アンジェロダルジェント （株）鉄道会館 7：30～22：00

銀の甕 （株）鉄道会館 7：30～22：00

11 新幹線20・21番ホーム 待合室 ー 始発～終電

12 新幹線南乗換口 待合スペース ー 始発～終電

13 東口改札外マイシティー内 カフェ・ド・メイ （株）新宿ステーションビルディング 10：00～21：00

14 新南口びゅうプラザ付近 グッドタイムス （株）日本レストランエンタプライズ 11：00～23：00（日祝～22：00）

渋谷 15 山手線外回りホーム コーヒーショップ　グリーンエクスプレス （株）日本レストランエンタプライズ 7：00～21：30

16 3階浅草口改札内コンコース サンディーヌエクスプレス（Dila店） （株）日本レストランエンタプライズ 6：30～23：00

17 1階正面玄関口「ガレリア」付近 情報発信スペース　Ｂｒｅａｋ（ブレイク） （株）鉄道会館 7：00～21：00（土日祝日は20：00）

カフェデンマルク 東日本キヨスク（株） 7：30～20：30、土日祝8：00～20：00

アイリッシュパブスタシェーン （株）日本レストランエンタプライズ 7：00～23：00、日祝11：00～23：00

19 16番・17番線ホーム 待合室 ー 始発～終電

サンディーヌエクスプレス （株）日本レストランエンタプライズ 6：30～22：30

Ferro Vie（フェローヴィー） 東日本キヨスク（株） 10：00～16：00

21 北口改札内コンコース ベックスコーヒー ジェイアール東日本フードビジネス（株） 7：00～22：00

22 西口びゅうプラザ内 ベックスコーヒー ジェイアール東日本フードビジネス（株） 9：00～12：00 13：00～22：00

23 中央改札内コンコース ロンドンパブ （株）日本レストランエンタプライズ 7：00～22：00

24 東口びゅうプラザ付近 ベッカーズ ジェイアール東日本フードビジネス（株） 6：00～翌朝4：00

新橋 25 烏森口改札外コンコース サンディーヌエクスプレス （株）日本レストランエンタプライズ 5：45～22：00

浜松町 26 南口改札外コンコース カフェ　東京ブギ （株）鉄道会館 7：30～23：00（土日祝8：00～21：30）

五反田 27 西口改札外 サンディーヌエクスプレス （株）日本レストランエンタプライズ 6：30～21：00（土7：00～19：00　日祝8：00～19：00）

秋葉原 28 総武線ホーム通路 ベックスコーヒー ジェイアール東日本フードビジネス（株） 7：00～21：30

横浜 29 中央コンコース・南改札付近 ベックスコーヒー ジェイアール東日本フードビジネス（株） 9：00～12：00 13：00～22：00

八王子 30 びゅうプラザ内 ベックスコーヒー （株）ジェイアールかいじ企画開発 7：00～21：00

吉祥寺 31 びゅうプラザ内 カフェ・ド・ロンロン・ヴォヤージュ （株）吉祥寺ロンロン 7：00～22：00　土日8：00～21：00

大宮 32 新幹線改札内コンコース 待合室 ー 始発～終電

八重洲地下中央口

中央口改札内コンコース

3階入谷口改札付近

新宿

中央地下1階コンコース

10

東京

1 メディアコート

3

18

20

上野

品川

池袋

当該箇所を運営もしくは管理している会社 利用可能時間駅名 No 対象エリア 利用可能箇所



別紙

無線による、駅でのイ ンターネッ ト接続実験　利用可能エリア一覧

当該箇所を運営もしくは管理している会社 利用可能時間駅名 No 対象エリア 利用可能箇所

小山 33 新幹線改札内コンコース 待合室 ー 始発～終電

宇都宮 34 新幹線改札内コンコース 待合室 ー 始発～終電

郡山 35 新幹線改札内コンコース 待合室 ー 始発～終電

福島 36 新幹線改札内コンコース 待合室 ー 始発～終電

37 西口情報発信スペース「COCOA」 高崎観光案内所付近 （社）高崎観光協会 ー

38 新幹線改札内コンコース 待合室 ー 始発～終電

熊谷 39 新幹線改札内コンコース 待合室 ー 始発～終電

越後湯沢 40 西口改札外コンコース 待合室 ー 始発～終電

長岡 41 新幹線改札内コンコース 待合室 ー 始発～終電

新潟 42 新幹線改札内コンコース 待合室 ー 始発～終電

長野 43 新幹線改札内コンコース 待合室 ー 始発～終電

2F　伊達政宗像前 ー 始発～終電

3F　待合室「天の川」 ー 7：30～22：00

3F　キリンシティ 東北総合サービス（株） 7：30～22：00

3F　トライアングル 東北総合サービス（株） 8：00～22：00

45 新幹線中央口改札内コンコース 3F　待合スペース ー 始発～終電

46 東北・秋田新幹線下りホーム 待合室 ー 始発～終電

47 東北・秋田新幹線上りホーム 待合室 ー 始発～終電

48 エスパル1階 スターバックスコーヒー周辺 仙台ターミナルビル（株） 7：00～22：00

49 2階中央改札内コンコース 待合室 ー 5：30～24：00

50 2階びゅうプラザ付近 びゅうプラザ ー 10：00～19：00　日祝10：00～18：00

山形 51 改札外コンコース 待合室 ー 始発～終電

秋田 52 改札外コンコース 待合室 ー 始発～終電

盛岡 53 2階南側待合室内 待合室 ー 5：00～23：45

八戸 54 びゅうプラザ内 びゅうプラザ隣接待合室 ー 5：00～24：00

55 札幌駅周辺（ホワイトキューブ札幌） Cafe de Biz Cube （株）デジタルファンデーションズ 11：00～23：00（日祝は休み）

56 札幌駅ショッピングセンター　パセオ 地下１階　「水の広場」 ー 10：00～20：00

函館 57 2階多目的ホール　 「イカすホール」 ー 10：00～18：00

※利用可能箇所内でも、一部電波の届きにくい所がございます。

※　　　　　　のエリアは、前回からの増設エリアとなります。

高崎

※改札内のエリアのご利用には、乗車券等が必要です。

仙台

札幌

44 新幹線中央口改札付近

No


