
２００４年１２月９日 

 お知らせ  

 
 

 

１２月の３Ｇサービスエリア拡充について 
～２００４年１年間で２５００か所以上を拡充し、人口カバー率は９９．７３％に～ 

 
 
ボーダフォン株式会社（本社：東京都港区、社長兼ＣＥＯ：津田志郎）は、第３世代携帯電話（以下、３Ｇ）のサービ

スエリア拡大および既存サービスエリアの品質向上対策※１を積極的に実施しています。全国で１２月中に行う 

サービスエリア拡充は、サービス拡大エリア１０か所、品質向上エリア９６か所、屋内スポット６１か所の計１６７か

所です。なお、今年１年間でのサービスエリア拡充は今回の拡充予定を含めると、サービス拡大エリア４００か所

以上、品質向上エリア１５００か所以上、屋内スポット６００か所以上の計２５００か所以上になります。その結果、

３Ｇサービスエリアの人口カバー率※２は２００４年１２月末時点で、全国で９９．７３％になる予定で、昨年１２月末

時点の９９．４５％から０．２８ポイント増加することになります。 
 
 
１２月のサービスエリア拡充の地域ごとの内訳は、以下の通りです。 

  サービス拡大エリア 品質向上エリア 屋内スポット 

北海道地域 ― １３ ２ 

東北・新潟地域  ２ ７ ４ 

関東・甲信地域  ― １４ ４ 

東海地域  １ ２８ １ 

関西地域  ４ １４ ３４ 

北陸地域  ― １ １ 

中国地域  ３ ２ ― 

四国地域  ― ６ ５ 

九州・沖縄地域  ― １１ １０ 

  計  １０ ９６ ６１ 

 
ボーダフォンでは、今後もより多くのお客さまに３Ｇサービスをご利用いただけるよう、サービスエリアの拡充に  

積極的に取り組んでいきます。サービス拡充エリアの詳細は、別添の参考資料をご覧ください。 
 
※１ 既にサービスエリアとなっている市区町村において、通話品質向上や回線数の増加を図るため、さらにきめ細かく無線基地局

の配置、増強を行います。 
※２ 人口カバー率は、市町村の役場が所在する地点における通話可否を基にして算定しています。 
 

以 上 
 
 
! Vodafoneは、Vodafone Group Plcの登録商標です。 
! ボーダフォングループは 2004年 9月末現在、世界 26か国で約 3.985億人以上の加入者（出資全子会社の合計加入者数）を持ち、さらに 13か国の  

事業者と提携して世界をリードする携帯電話会社です。 
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 参考資料  

北海道地域 

 （以下の拡充予定は、工事の状況等により変更となる場合があります） 
 

品質向上エリア 

札幌市 

【中央区】札幌ヨドバシカメラ周辺 【白石区】中央２条２丁

目、東札幌２条２丁目 【南区】滝野公園青少年山の家周辺 

【西区】西野１０条【北区】エルムの森公園周辺 

旭川市 永山５条７丁目 

江別市 元江別、高砂町、野幌若葉町 

小樽市 春香 

北海道 

北広島市 大曲工業団地周辺、大曲末広６丁目 

 

屋内スポット 

デパート・店舗 札幌市 ドンキホーテ札幌店、オテルドレーゼンサッポロ 

 

 

 

東北・新潟地域 

 （以下の拡充予定は、工事の状況等により変更となる場合があります） 
 

サービス拡大エリア 

岩手県 九戸郡軽米町 山内 

福島県 郡山市 湖南町中野、舟津 

 

品質向上エリア 

青森県 青森市 港町、合浦、桜川、松森、筒井 

宮城県 岩沼市 
武隈、土ヶ崎、栄町、館下、中央、二木、大手町、稲荷町、本町、 

桑原、藤浪、桜、末広 

山形県 山形市 上柳、下柳、青柳、栄原、落合町、長町 

郡山市 富久山町久保田、富久山町福原 
福島県 

福島市 町庭坂、笹木野、大笹生 

新潟県 柏崎市 番神、東の輪町、寿町、天神町 

 

屋内スポット 

山形県 大沼デパート 

宮城県 十字屋、イトーヨーカドー石巻あけぼの店 デパート・店舗 

福島県 ザ・モール郡山 
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                                                               参考資料   

関東・甲信地域 

 （以下の拡充予定は、工事の状況等により変更となる場合があります） 

 
品質向上エリア 

岩井市 寺久、三、上出島の一部、長須の一部 

猿島郡境町 若林、伏木の一部、 

猿島郡猿島町 生子の一部 

筑波郡谷和原村 西ノ台、杉下、川崎、上小目、小絹、絹の台、久保ヶ丘、鬼長 

茨城県 

水海道市 きぬの里 

鹿沼市 上日向、下日向、酒野谷、野尻 

塩谷郡喜連川町 
喜連川工業団地、鷲宿、三菱自動車テストコース、小入の一部、 

早乙女の一部 

塩谷郡氏家町 松島、箱森新田、蒲須坂の一部、 

栃木県 

矢板市 乙畑の一部、越畑の一部、安沢の一部 

群馬県 桐生市 川内町１・２丁目の一部（千手寺周辺） 

埼玉県 深谷市 
新戒、大塚、下手計、内ヶ島、矢島の一部、起会、成塚、上敷免の

一部、新井、沼尻、高島、中瀬の一部 

東京都 港区 芝浦３・４丁目、港南１・２丁目 

神奈川県 三浦郡葉山町 
長柄（長柄の一部、長柄トンネル周辺）、逗葉新道料金所周辺、イト

ーピア逗子葉山団地周辺 

南巨摩郡身延町 
身延工業団地周辺、下山の一部、上八木沢の一部、清子の一部、

和田の一部、大島の一部 

南巨摩郡中富町 飯富の一部 
山梨県 

西八代郡下部町 波高島の一部、桃ヶ窪 

上水内郡信濃町 
古海の一部、タングラム斑尾スキーサーカス周辺、斑尾東急ゴル

フクラブの一部 

長野県 

北安曇郡小谷村 

大糸線北小谷駅周辺、来馬温泉周辺、島温泉周辺、塩坂、阿原、

来馬、沢入、小谷村役場周辺、大糸線南小谷駅周辺、石原、虫尾、

神平、池の平、伊折、柳瀬、泥崎 

 
屋内スポット 

トンネル 東京都 新宿御苑トンネル 

ホテル 東京都 ホテルメトロポリタン 

デパート・店舗 東京都 リヴィン光ヶ丘店、ダイエー練馬店 
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                                                            参考資料  

東海地域 

 （以下の拡充予定は、工事の状況等により変更となる場合があります） 
 

サービス拡大エリア 

愛知県 額田郡幸田町 須美字元屋敷 

 
品質向上エリア 

岐阜市 
五坪（名鉄田神駅周辺）、長良字福土山（長良公園周辺）、金園町、

島新町（名鉄近島駅周辺） 岐阜県 

大垣市 築捨町、南頬町（バードグリーンホテル周辺） 

静岡市 清水追分４丁目 

富士宮市 大岩 

富士市 船津（秋山球場周辺） 

掛川市 千羽（掛川バイパス千羽インター周辺） 

志太郡大井川町 宗高（大井川町役場周辺） 

静岡県 

袋井市 岡崎 

一宮市 緑２丁目（常光公園周辺） 

豊田市 陣中町２丁目（名鉄梅坪駅周辺） 

津島市 杁前町（地域文化広場、児童科学館周辺） 

春日井市 鳥居松町２丁目、十三塚町（東名高速道春日井インター周辺） 

常滑市 瀬木町（ユニー常滑店周辺） 

愛知郡東郷町 春木字上針廻間 

海部郡大治町 砂子字西河原 

愛知県 

海部郡佐織町 勝幡字堤内 

安芸郡芸濃町 中縄 

安芸郡河芸町 浜田（河芸町役場、町民の森公園、近鉄河芸駅周辺） 

鈴鹿市 山辺町（ＪＲ河野駅周辺）、三日市町（住友電装、大日本製薬周辺）

名張市 桔梗が丘６番町 

三重県 

鈴鹿郡関町 会下（名阪亀山関工業団地周辺） 
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 参考資料  

関西地域 

 （以下の拡充予定は、工事の状況等により変更となる場合があります） 
 

サービス拡大エリア 

大阪府 南河内郡千早赤阪村 小吹台 

神戸市 垂水区清水が丘２丁目 

兵庫県 姫路市 広畑区才 

和歌山県 和歌山市 塩屋６丁目 

 

品質向上エリア 

宇治市 伊勢田町南遊田 

京都府 城陽市 久世北垣内、平川 

堺市 東湊町５丁、昭和通３丁、神野町１丁 

茨木市 藤の里１丁目 

岸和田市 堺町・魚屋町・岸城町 

大阪市 浪速区日本橋 5丁目、旭区高殿 4丁目、西区西本町 1 

大阪府 

松原市 天美南２丁目 

加古川市 平岡町一色 
兵庫県 

神戸市 須磨区潮見台町５丁目 

奈良市 佐紀町 
奈良県 

天理市 川原城町 

 

屋内スポット 

地下駅 大阪市営地下鉄 本町駅、肥後橋駅、堺筋本町駅 

ホテル 大阪府 阪神ホテル 

大阪府 

東岸和田サティ、イトーヨーカ堂堺店、イトーヨーカ堂東大阪店、カルフール

東大阪、藤井寺ショッピングセンター、東急ハンズ心斎橋店、ジャスコ野田

阪神店、ダイエー吹田店、ダイエー古川橋駅前店、千里セルシー 

京都府 
ジャスコ福知山店、河原町 OPA、イトーヨーカ堂六地蔵店、京都市中央卸

売市場 

滋賀県 アルプラザ長浜、アルプラザ野洲、ビバシティ彦根、近江八幡サティ 

和歌山県 サカエ田辺 

デパート・店舗 

兵庫県 
小野サティ、大丸須磨店、アピア 1、阪急百貨店神戸店、阪急百貨店川西

店、ダイエー西宮店、姫路駅フェスタ、ウエステ垂水 

ビル 大阪府 フコクパレッタうめだ、阪急八番街、阿倍野センタービル 
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 参考資料  

北陸地域 

 （以下の拡充予定は、工事の状況等により変更となる場合があります） 
 

品質向上エリア 

石川県 金沢市 上荒屋、中屋町 

 

屋内スポット 

デパート･店舗 石川県 アルプラザ鹿島 

 

 

 

中国地域 

 （以下の拡充予定は、工事の状況等により変更となる場合があります） 
 

サービス拡大エリア 

鳥取県 東伯郡泊村 大字原 

島根県 八束郡美保関町 片江 

岡山県 苫田郡鏡野町 入簗峪 

 
 

品質向上エリア 

岡山県 真庭郡勝山町 大字三田字五月田 

広島県 広島市 安佐南区祇園５丁目 

 

 

 

四国地域 

 （以下の拡充予定は、工事の状況等により変更となる場合があります） 
 

品質向上エリア 

徳島県 徳島市 助任本町、中前川町（徳島大学西側周辺） 

高松市 屋島西町（琴平電鉄潟元駅周辺）、円座町（琴平電鉄円座駅周辺）
香川県 

観音寺市 村黒町（観音寺一高周辺） 

愛媛県 松山市 和泉（環状線南側周辺） 

高知県 高知市 河ノ瀬町、東石立町（市総合運動場西側周辺） 

 

屋内スポット 

徳島県 そごう徳島店 

香川県 三越高松店、高松天満屋 デパート・店舗 

愛媛県 三越松山店 

ビル 徳島県 ＪＲ徳島駅ビル 
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 参考資料  

九州地域 

 （以下の拡充予定は、工事の状況等により変更となる場合があります） 
 

品質向上エリア 

筑紫郡那珂川町 五郎丸 

北九州市 八幡西区若葉 

福岡市 西区愛宕南、博多区千代（パピヨンプラザ周辺）、南区柳河内 
福岡県 

久留米市 櫛原町、合川町 

佐賀県 鳥栖市 京町（ＪＲ鳥栖駅周辺） 

熊本県 熊本市 打越町 

大分県 大分市 羽屋周辺 

鹿児島県 鹿児島市 鴨池新町 

 
屋内スポット 

トンネル 福岡県 
北九州都市高速大蔵トンネル、北九州都市高速奥田トンネル、 

北九州都市高速大谷トンネル 

福岡県 ソラリアターミナルビル、ゆめタウン久留米 

大分県 トキハ別府店 

熊本県 ゆめタウンサンピアン 
デパート・店舗 

沖縄県 ジャスコ具志川店 

ホテル 福岡県 西鉄グランドホテル 

その他 福岡県 福岡市役所本庁舎地下 

 


