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FREESPOTとは
フリースポット

FREESPOTとは、無線LANでインターネットにアクセスできる環境を、無料
で利用することができるエリア・サービスのこと。完全無料が特徴であり、
あらゆる無線LAN端末でデータ通信量を気にせずご利用いただけます。

インターネット接続サービスの提供者は、設置店舗や団体のオーナーです

店舗のオーナーが主体となり、付加価値サービスの提供もしくは集客効果を目的として、店舗に

無線LANルータを設置し来店/来訪されるお客様に無料ネット接続サービスを提供

利用ユーザー店舗オーナー

コーヒーを飲みながら

モバイルPCやタブレットで

インターネットを利用

株式会社バッファロー

無料インターネット
接続サービスで

店舗の魅力アップ！

コーヒー提供

コーヒー
代金支払い

FREESPOT導入キットの
開発・販売

FREESPOT協議会

・設置オーナー向け導入支援
～導入や運用ノウハウ提供～

・利用ユーザー向け支援
～FREESPOTマップの公開～（主幹事：株式会社バッファロー）

機器販売

主に freespot.com を通してオーナー＆ユーザー支援活動を実施しています。

加盟：9社

※カフェの例

FREESPOT
ルータ設置
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2002年7月 FREESPOT協議会発足

（ホームページ開設、導入キット発売）

2005年3月 ｢愛・地球博｣に協賛

係留型ソーラー飛行船「ＳｏＬａｎ」からFREESPOT提供

2007年6月 FREESPOT拠点 5,000箇所 突破

2009年3月 サイバー犯罪抑制のため メール認証機能に対応

2012年3月 FREESPOT英語サイトを開設

2012年8月 FREESPOT拠点 10,000箇所 突破

2014年6月 メール認証機能に対応言語の追加

（日本語・英語 ＋中国語（繁/簡）・韓国語）

2015年5月 より大規模なFREESPOT環境に対応できる
ゲートウェイ機能に対応

2016年4月 総務省の無料公衆無線LAN利用手続きの簡素化・一元化に関わる実証実験に参加

2016年12月 メール認証機能にSNS認証方式を追加

（Facebook、Google、Twitter、Yahoo! JAPAN）

2018年7月 公衆無線LAN認証管理機構（略称：Wi-Cert） の普及推進する
認証連携（Wi-Cert Web-API方式）に対応

公衆無線LAN普及の取組み
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マップ登録数は、14,166ヶ所（2020年5月時点）

■FREESPOTマップ登録件数及び
年間接続台数の推移

※マップ登録数は、FREESPOT検索サイトに登録された店舗数

※APあたり延べ接続台数は、フリースポット専用モデル、またはシスログ転送設定が
されたバッファロー製法人無線LANアクセスポイントへの無線接続数から集計

※2012年のAPあたり延べ接続台数は、2011年と2013年の実績から補間された推測値

■FREESPOT設置オーナー様 業態別分布

その他施設例：商店街、道の駅、高速道路SA/PA
専門学校、病院ラウンジ
空港ロビー、駅待合室、カラオケ店
居酒屋・バー 等

宿泊施設
30.6%

公共施設
15.9%

カフェ、喫茶店
12.3%

レストラン
6.6%

一般店舗
コンビニ
5.8%

マンガ喫茶
（インターネット

カフェ）

4.9%

その他施設
24.0%
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※業態は、FREESPOT検索サイトに登録された店舗の業態情報を集計
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FREESPOT 導入事例（「鹿児島県和泊町」様） FS-M1266

FS-R600DHP

※ 導入事例詳細は、 https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/government-wadomari.html をご覧ください

(株式会社バッファローWebサイト)

鹿児島県和泊町

・鹿児島市から南南西に約540kmに位置
する沖永良部島。台風の通り道であるこ
とから、町内全域に光ファイバー網を整
備し、ケーブルテレビ放送とインターネ
ット通信サービスを提供。（地域イント
ラネット）

・ただしモバイル回線はイントラネット
網でないため、災害時に回線が切れるケ
ースがあり。総務省の補助金を利用して
、住民が避難所でスマートフォンを利用
できる公衆Wi-Fiを整備

沖縄

鹿児島

沖永良部島

鹿児島県和泊町

住民サービス用 防災用

防災拠点施設 やすらぎ館

・2018年10月の台風
被害で避難者への無線
LAN提供に活用
・住民イベントにも利
用、運用初年度のアク
セス数は42万件
・今後は災害時以外の
用途で提供できるよう
空港や港にも整備

1台で384端末
の多台数接続
を実現

災害時には一括
で遠隔から無線
LANを開放
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FREESPOT 導入事例（「mahoroba」様） FS-S1266

mahoroba casual bar & dining

2019年6月に名古屋市中区千代田4丁目にオープン
したダイニングバー。近隣に姉妹店を持ち、常連
客を中心に様々な客層の人気を集めている。来店
するお客様からWi-Fiの有無を聞かれるため、

FREESPOTを導入。

Bar & kitchen 
Life-Size

Bar & session 
スナフキンベース

姉妹店

一度認証登録すれば、姉妹店を含
めたFREESPOTに自動接続

・通信量を気にせず自由にSNSなど使っていただく
・オーナーも、利用者ネットワークと分離した業務用

ネットワークを活用

別売のマグネットキット
を利用して冷蔵庫側面に
手軽に取付け

※ 導入事例詳細は、 https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/service-mahoroba.html をご覧ください

(株式会社バッファローWebサイト)
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FS-M1266

◆無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応

◆高速無線LAN規格11ac対応、 最大256台の端末を同時接続可能（推奨64台）

◆本機を認証ゲートウェイとし、配下に来訪者と管理者のネットワークを

同時に実現可能（最大30,000セッション、推奨200台）

◆集中管理ソフトWLS-ADTによるリモート管理に対応

・緊急時モードで、災害時に無線LANの一括開放が可能

・レポート機能で利用者数の集計が容易

◆小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応

◆認証連携により利用者の接続の容易化を実現（Wi-Cert Web-API方式）

法人様向け公衆無線LAN導入キット

集中管理ソフトウェア

WLS-ADT
¥21,780(税込)

対応

¥43,780 (税込)
¥39,800 (税抜)

販売中
2018年発売モデル

3年保証

※台数は各バンド合計

FS-S1266

◆無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応

◆高速無線LAN規格11ac対応、 最大256台の端末を同時接続可能（推奨64台）

◆小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応

公衆無線LAN導入キット

¥26,180 (税込)
￥23,800 (税抜)

1年保証

※台数は各バンド合計

販売中
2019年発売モデル

公衆無線LANを実現できるFREESPOT導入キット
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利用者同士で
通信ができません
業務用機器にも
不正侵入できません

1．FREESPOT認証機能

時間指定で無線を
自動的にON/OFF

有害サイトへの接続を
防止します
（オプション5,500円/年 税込）

メール認証方式とSNSアカウント認証方式

・認証画面
（日本語/英語/中国語繁体/中国語簡体/韓国語）

・接続ガイド
（日本語/英語/中国語繁体/中国語簡体/韓国語）

2．プライバシーセパレータ機能 3．ポップアップテクノロジ機能

利用者のブラウザに
自店舗の広告
（指定URL）を
表示できます

4．アクセスタイムコントロール 5．有害サイトフィルタリング機能

※SSL化したサイトへのアクセス時は表示不可

※SSL化したサイトはアクセス制限不可

公衆無線LANに便利な機能

・案内ページ
（日本語/英語）
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公衆無線LANに便利な機能
6．ゲートウェイ機能・VLAN機能

屋内用 屋外用

製品型番 WAPM-2133TR WAPM-2133R WAPM-1266R WAPM-1266WDPR WAPM-1266WDPRA

製品画像

対応規格 11ac/n/a/g/b 11ac/n/a/g/b 11ac/n/a/g/b 11ac/n/a/g/b 11ac/n/a/g/b

無線LAN速度
（理論値）

5GHz帯：
866+866Mbps
2.4GHz帯：400Mbps

5GHz帯：1733Mbps
2.4GHz帯：400Mbps

5GHz帯：866Mbps
2.4GHz帯：400Mbps

5GHz帯：866Mbps
2.4GHz帯：400Mbps

5GHz帯：866Mbps
2.4GHz帯：400Mbps

防塵/防水 － － － ○（IP55） ○（IP55）

動作保証温度

-25～50℃（PoE給電
使用時）
-15～50℃（AC電源使
用時）

-10～50℃（壁掛け・
天井設置時）

0～50℃（壁掛け・天
井設置時）

-25～55℃ -30～55℃

価格 ￥109,780(税込) ￥87,780(税込) ￥43,780(税込) ￥76,780(税込) ￥109,780(税込)

製品ポイント
トライバンド、DFS障害
回避、公平通信制御機能

DFS障害回避、公平通
信制御機能

DFS障害回避機能
防塵・防水・耐腐食、
DFS障害回避機能

防塵・防水・耐腐食、
DFS障害回避機能

導入キットを認証ゲートウェイ
として、法人様向け無線LANア
クセスポイントやスマートスイ
ッチとの組合せでより大規模な
公衆無線LAN環境を構築可能

※FS-M1266のみ対応
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サイバー犯罪抑止・追跡ログの取得
（メール認証、SNSアカウント認証）

アクセスログネット接続に

利用者登録が必要

悪質利用をされる

リスク 一般の無線LAN親機 インターネット悪意のある利用者

誰でも利用できる

インターネット悪意のある利用者

メール認証を
した場合 認証サーバ

FREESPOT利用者を
特定し利用記録も残るため、

悪質な利用を予防できる

利用記録が残らない

利用記録を
保存

FREESPOTを提供する場合、利用者の特定手段を設けたり利用記録を取得しないと、掲示
板へのいたずら書込みなど、悪質な用途に用いられる可能性があります。
メール認証機能を利用した場合は、利用者の特定ができ利用記録も保存されるため、こう
した悪質なネット利用を抑止することができます。

FREESPOT
専用モデル

メール認証を
しない場合
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利用者登録は、複数の方式から使いやすい方式を選択可能

２度目以降のFREESPOTへの接続は、登録不要でお使いいただく事が可能。
なお、認証画面は4カ国語、5言語に対応。外国人旅行者にもご利用いただけます。

方式 手段 利用可能時間

1 メール認証方式
認証画面にメールアドレスを入力、受信メール
中のURLをクリックして、登録完了

半年間 （登録した端末で再接続すると、再接続した時点から半年間
有効期間が延長）

2
SNSアカウント
認証方式

SNSアカウントのIDとパスワードを入力するだ
けで、利用者登録が完了

半年間 （登録した端末で再接続すると、再接続した時点から半年間
有効期間が延長）

3
ゲスト方式
※通常は無効設定と

なっています

メニューからゲスト方式を選択するだけ 10分間 （10分利用後、3時間は同じ端末で再接続できません）

※ メールアドレスは、虚偽の申告を防ぐため、送受信による確認が必要。なお、メールの送受信は、認証前でも Wi-Fi を利用可能
※ SNSアカウント認証は、2020年4月現在、Google、Twitter、Yahoo! JAPAN の 3つのサービスに対応
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多言語の接続をサポート

FREESPOT案内ページ （日本語、英語のみ）

メール/SNSアカウント認証画面
（日本語/英語/中国語繁体/中国語簡体/韓国語）
※ブラウザの言語設定を判別して自動で画面切り替わり

認証画面TOP

認証成功画面

受信メール

接続ガイド
（日本語/英語/中国語繁体/中国語簡体/韓国語）

※PDFファイルとしてFREESPOTホームページで公開中
各オーナー様で印刷してお使いください

※Windows10/8.1/7、macOS、iOS、Android
の接続手順に対応
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大型施設に無料無線LAN導入
ゲートウェイ機能・VLAN機能

大型店舗
休憩スペース／飲食スペースにフリー
スポット導入。快適な雰囲気を作り、

人の呼び込みに活用。

商店街
利便性を高め、商店街への来訪を促
進。ポップアップで商店街情報も配信。

来訪者の回遊を促進。

観光施設
外国人観光客に無料無線LANを提供。
口コミ情報発信により、来訪者が更に

増加。

ポップアップ メール認証

①FREESPOT導入
キット
(FS-M1266のみ対応)

②法人様向け
PoEスイッチ

③法人様向け無線LANアクセスポイント

施設構造に合わせた導入

・お店のホームページ、SNS

・地域の案内ページ
・パンフレットやアプリ配信
・掲示板 ・クーポン表示

・サイバー犯罪リスクの低減
・簡単なクリック認証
・多言語対応

・時間と回数による接続制限

・VLANで異なる目的の
ネットワークを同時提供

・バッファローのネットワーク機器と
組合せて柔軟に環境構築

・200人までの同時接続を実現
（最大セッション数30,000）

機器構成

④外付アンテナ等
オプション品

メリット
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以下機器構成をサポート

①FREESPOT
導入キット

②法人様向け
PoEスイッチ

③法人様向け無線LAN
アクセスポイント

以下にご紹介する機器を組合せて、VLAN機能（ゲートウェイ機能）をお使いいただけます

①FREESPOT
導入キット

②法人向けスイッチ ③法人様向け無線LAN
アクセスポイント

FS-M1266 （PoE対応）
24ポート: BS-GS2024P/HP

16ポート: BS-GS2016P/HP

24ポート: BS-GS2024P

16ポート: BS-GS2016P

8ポート: BS-GS2008P

16ポート: BS-GSL2016P ※1

8ポート: BS-GSL2008P ※1

5ポート: BS-GSL2005P ※1

（PoE不要の場合）
12ポート: BS-MP2012 ※1

8ポート: BS-MP2008 ※1

48ポート: BS-GS2048

24ポート: BS-GS2024

16ポート: BS-GS2016

8ポート: BS-GS2008

24ポート: BS-GSL2024 ※1

16ポート: BS-GSL2016 ※1

8ポート: BS-GSL2008 ※1

5ポート: BS-GSL2005 ※1

WAPM-2133TR
WAPM-2133R
WAPM-1750D
WAPM-1266WDPRA
WAPM-1266WDPR
WAPM-1266R
WAPS-1266
WAPS-300WDP

動作確認済み！
マニュアルで設定方法を解説！

※1 インターネットマンションモードには対応、ACL機能には非対応。「利用者向けネットワークのみ」など、単一
ネットワークを実現する場合はご利用いただけますが、「利用者向けネットワークと管理者向けネットワークを同
時提供」など、複数ネットワークを実現する場合にはご利用いただけません。
※詳細な設定方法はマニュアルの設定事例を参照ください
※上記以外の型番は動作保証外
※法人向けスイッチ、法人様向け無線LANアクセスポイントの機能詳細は、各商品ページをご覧ください
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インターネット FS-M1266
FS-M1266

屋外

屋内

中～大規模拠点

小規模拠点

インターネット経由で
遠隔/一括管理（最大3,000台）

中～大規模の施設、複数拠点への公衆無線LAN導入を実現

インターネット FS-M1266

平常時は公衆Wi-Fi

※認証不要でアクセス可能

※認証（ SNSアカウントやメール認証など）

を行ったうえでアクセス

災害時はWi-Fi開放

施設の規模に合わせた柔軟な導入が可能

既存回線を利用可、ランニングコスト不要

FS-M1266を利用した大規模導入

別売の管理ソフト「WLS-ADT」で、
リモート一括管理が可能、

公衆無線LANの多拠点展開を実現

集中管理ソフトウェア

WLS-ADT ¥21,780(税込)

・死活監視
・無線接続

・設定変更
・レポート機能
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「WLS-ADT」ご紹介

多拠点のFREESPOT(FS-M1266)、
無線LANアクセスポイントを遠隔地から管理可能

最大3,000台のアクセスポイントを一括管理

WLS-ADTとFREESPOT（FS-M1266）、対応無線LANアクセスポイントを組み合わせて使用した場合、
VPN環境でも、VPN環境を構築していない拠点でも、リモート（遠隔）管理が可能です

無線LANアクセスポイントのリモート（遠隔）管理対応

16

【利用可能な機能（抜粋）】
・一括設定
・死活監視
・ステータス/Syslog確認
・F/W更新
・緊急時モードの切替
・アクセスポイントの再起動

SSL
通信

＜監視センター＞

インターネット
WLS-ADT

＜設置拠点＞

※ 対応機種/対応機能の詳細は、https://www.buffalo.jp/support/other/wls-adt.html をご覧ください

（株式会社バッファローWebサイト）



WLS-ADT/LW
無線LANシステム集中管理ソフトウェア

希望小売価格 ￥272,800（税込）

保守費用不要
買切りソフト

WLS-ADT
無線LANシステム集中管理ソフトウェア

希望小売価格 ￥21,780（税込）

▼導入時の設定や電波調整などを一括で設定管理、
障害発生時も機器の状況を一覧から確認可能。

Windows Server
2019,2016
2012R2,2012
2008R2,2008 対応

®

保守サポート
別売ソフト

※ 管理機器が6台以上または、2年目以降のサポート継続の場合は、
保守サポートパックの購入が別途必要です。

管理台数 型番 定価（税込）

１～10台 WLS-ADT-SP1Y/10 16,280円

11～100台 WLS-ADT-SP1Y/100 54,780円

101～300台 WLS-ADT-SP1Y/300 140,800円

(保証期間 1年間）WLS-ADT-SP1Y

WLS-ADT専用 保守サポートライセンスパック

▼管理対象機器の台数に合わせて選択可能

※ 管理対象機器台数が301台以上の場合、保守パック3ラインナップを台数を満たす組合せで
購入することで、必要な台数の保守サポートを受けることが可能（500台の場合 → WLS-
ADT-SP1Y/300×1+WLS-ADT-SP1Y/100×2、1,000台の場合 → WLS-ADT-
SP1Y/300×3+WLS-ADT-SP1Y/100×1）

「WLS-ADT」ご紹介
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freespot.comFREESPOTポータルサイト

FREESPOT情報のポータルサイト。

開設オーナー＆利用ユーザー向けの情報提供を行っています。

利用ユーザー向けコンテンツ

開設オーナー向けコンテンツ

Googleマップ版
検索ページ

メリット訴求、導入方法紹介

利用スポット検索

接続手順案内

事前認証登録

店舗情報登録

利用者数（無線
接続数）確認

FREESPOTポータルサイト
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FREESPOTシスログサービス（利用者集計）

確認可能な項目
①利用者数 ：1ヶ月の接続におけるユニークな端末数

②延べ利用者数 ：1日の接続におけるユニークな端末数を

1ヶ月間で合計した数値

③延べ利用時間 ：1ヶ月の間に利用された回数合計

無線接続ログ

法人様向け無線LANアクセスポイントも
シスログサービス対象機器です

オーナー専用ページ

フリースポット
シスログサーバ

接続数の変化を確認することで、季節毎の集客変動を確認
したり無線LANの効果説明に利用することが可能です

FREESPOT利用実績
季節毎の集客変動

※ オーナー専用ペー
ジには、フリースポ
ットホームページか
らログイン可能

WAPM-2133TR
WAPM-2133R
WAPM-1750D
WAPM-1266WDPRA
WAPM-1266WDPR
WAPM-1266R
WAPS-1266
WAPS-300WDP

無線LAN効果

シスログサービス対象機器

FREESPOT
専用ルータ

ゲートウェイ
構成

Log
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「WLS-ADT」を利用した利用者集計

「WLS-ADT」を用いて、
FREESPOTシスログサービスより
も詳細な利用者集計が可能です

FREESPOTシスログサービスは、
前月1ヶ月分のトータル数しか確
認できませんが、「WLS-ADT」
を利用した場合は、日別の詳細レ
ポートが確認できます

確認可能な項目

①延べ利用回数：
1ヶ月の間に無線接続された回数合計

②延べ利用者数：
1日毎の無線接続におけるユニークな利用者
数を1ヶ月間で合計した数値

③利用者数：
1ヶ月の無線接続におけるユニークな利用者
数（無線接続した端末数）
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ありがとうございました

FREESPOT協議会


