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都道府県 施設・スポット名 詳細

北海道 札幌ドーム 観客席、ドーム前周辺
北海道 ＪＲ札幌駅 南口周辺、北口（東）周辺
北海道 札幌駅前通地下広場 北大通交差点広場（西）周辺
北海道 ドコモショップオホーツク店 店舗内
北海道 ドコモショップ伏古店 店舗内
北海道 ドコモショップ北３４条東店 店舗内
北海道 ドコモショップ厚別西店 店舗内
北海道 ドコモショップ帯広大通南２８丁目店 店舗内
北海道 ドコモショップ日専連釧路店 店舗内
北海道 ドコモショップ旭川中央店 店舗内
北海道 ドコモショップ札幌八軒店 店舗内
北海道 ドコモショップ札幌店 店舗内
北海道 ドコモショップ美原店 店舗内
北海道 ドコモショップ苫小牧バイパス店 店舗内
北海道 大通公園西１２丁目 大通公園西１２丁目周辺
北海道 大通公園西９丁目 大通公園西９丁目周辺
青森県 青い森鉄道 東青森駅 北側駐車場周辺
青森県 ＪＲ青森駅 東口バス乗り場周辺
青森県 ドコモショップ青森東店 店舗内
青森県 ハローワーク青森 駐車場・正面入口周辺
岩手県 ドコモショップ盛岡本宮店 店舗内
岩手県 岩手県運動公園 第一グラウンド周辺
宮城県 宮城スタジアム フィールド、観客席
宮城県 宮城野原公園総合運動場 宮城球場 入場ゲート１～３周辺
宮城県 ＪＲ仙台駅 Ｂｉｖｉ仙台駅東口前広場周辺、東口 高速バス乗り場周辺
宮城県 ドコモショップロフト仙台駅前店 店舗内
宮城県 ドコモ東北ビル １Ｆ エントランス
宮城県 エコキャンプみちのく コテージサイト周辺
宮城県 ブランドーム一番町広瀬通交差点 広瀬通一番町バス停周辺
宮城県 マーブルロードおおまち 藤崎入口周辺
宮城県 勾当台公園 市民広場 にぎわいのゾーン周辺
宮城県 宮城県庁 駐車場周辺
秋田県 ＪＲ秋田駅 西口バス乗り場周辺
秋田県 ドコモショップ秋田東店 店舗内
秋田県 アルバートホテル秋田 正面入り口周辺
山形県 ＪＲ山形駅 東口ペデストリアンデッキ周辺
山形県 ドコモショップ山形北店 店舗内
福島県 福島あづま球場 スタジアム内、北側入口周辺
福島県 福島Ｊヴィレッジ 北側道路周辺、東側駐車場周辺
福島県 ドコモショップ郡山八山田店 店舗内
福島県 福島中央病院 駐車場周辺
茨城県 茨城カシマスタジアム 観客席
茨城県 ドコモショップ鹿嶋宮中店 店舗内
栃木県 ｄ ｇａｒｄｅｎかましんゆいの杜店 店舗内
群馬県 ドコモショップ高崎中央店 店舗内
群馬県 ドコモショップ高崎東店 店舗内
埼玉県 ところざわサクラタウン ジャパンパビリオン ホールＡ、ＥＪアニメホテル ロビー
埼玉県 ドコモショップ越谷店 店舗内
埼玉県 ｄ ｓｔａｉｒｓ南浦和店 店舗内
千葉県 幕張メッセ 観客席
千葉県 成田国際空港 第三ターミナル フードコート周辺
千葉県 ドコモショップ海浜幕張店 店舗内
東京都 オリンピックアクアティクスセンター 観客席
東京都 東京スタジアム 観客席、入場ゲート周辺
東京都 羽田国際空港 第二旅客ターミナルチェックインカウンター周辺
東京都 ＪＲ五反田駅 駅前周辺
東京都 ＪＲ池袋駅 駅前周辺
東京都 ＪＲ渋谷駅 駅前周辺
東京都 ＪＲ秋葉原駅 駅前周辺
東京都 東京スカイツリー スカイアリーナ周辺、ソラマチひろば周辺、ＰＬＡＹ５Ｇ
東京都 渋谷スクランブルスクエア ＳＨＩＢＵＹＡ ＱＷＳ
東京都 渋谷ストリーム ホール５階 ホワイエ周辺、ホール６階 ホール内



東京都 ＭＥＧＡ ＷＥＢ 施設周辺
東京都 ドコモショップ丸の内店 店舗内
東京都 ドコモショップ日本橋店 店舗内
東京都 ドコモショップ木場店 店舗内
東京都 ｄ ｇａｒｄｅｎ五反田店 店舗内
東京都 ｄ ｓｃｈｏｏｌ府中Ｒ２０店 店舗内
東京都 ドコモ中野ビル １Ｆ エントランス
東京都 ドコモ品川ビル １Ｆ エントランス
東京都 山王パークタワー ２７Ｆ エントランス
神奈川県 横浜国際総合競技場 観客席、入場ゲート周辺
神奈川県 ｄ ｇａｒｄｅｎ平塚店 店舗内
新潟県 ドコモショップ新潟南店 店舗内
新潟県 ドコモショップ新潟柴竹山店 店舗内
新潟県 ドコモショップ紫竹山店 店舗内
富山県 ファボーレ 太陽の広場
富山県 大和 富山店 ６Ｆホール
富山県 富山市総合体育館 体育館内
富山県 富山県美術館 ２Ｆ ホワイエ周辺
富山県 ドコモショップアピア店 店舗内
富山県 ドコモショップ婦中店 店舗内
富山県 ドコモショップ富山山室店 店舗内
石川県 ＪＲ金沢駅 兼六園口出口周辺～鼓門周辺、兼六園口地下
石川県 石川県産業展示館 １号館
石川県 金沢２１世紀美術館 １Ｆ
石川県 ドコモショップイオンタウン金沢示野店 店舗内
石川県 ドコモショップ有松店 店舗内
石川県 ドコモショップ金沢おこばた店 店舗内
石川県 香林坊 アトリオ広場～香林坊バス停周辺
福井県 サンドーム福井 イベントホール棟
福井県 ハピテラス 屋根付き広場周辺
福井県 ドコモショップエルパ店 店舗内
福井県 ドコモショップ二の宮店 店舗内
福井県 ドコモショップ敦賀店 店舗内
福井県 ドコモショップ武生店 店舗内
福井県 ドコモショップ福井店 店舗内
山梨県 ドコモショップ甲府中央店 店舗内
⾧野県 ドコモショップ⾧野⾧池店 店舗内
岐阜県 ＪＲ岐阜駅 北口 信⾧ゆめ広場周辺
岐阜県 ドコモショップ各務原店 店舗内
岐阜県 ドコモショップ美濃加茂 店舗内
静岡県 富士スピードウェイ ピットビル、グランドスタンド、イベント広場
静岡県 小笠山総合運動公園 エコパスタジアム観客スタンド、エントランス広場周辺
静岡県 日本サイクルスポーツセンター 伊豆ベロドローム 観客席
静岡県 ドコモショップ大仁店 店舗内
静岡県 ドコモショップ御殿場店 店舗内
静岡県 ドコモショップ新静岡店 店舗内
静岡県 ドコモショップ沼津リコー通り店 店舗内
愛知県 ナゴヤドーム ｄｏｃｏｍｏ ５Ｇ プライム・ツイン
愛知県 豊田スタジアム 観客スタンド、東イベント広場周辺、西イベント広場周辺
愛知県 ナディアパーク ナゴヤイノベーターズガレージ
愛知県 松坂屋名古屋店 南館１階 北入口周辺、本館１階 北側さくらパンダ広場周辺
愛知県 ドコモスマートフォンラウンジ名古屋 店舗内
愛知県 ｄ ｇａｒｄｅｎ東刈谷店 店舗内
愛知県 愛知県国際展示場 施設内周辺
愛知県 久屋大通公園 エンゼル広場周辺
愛知県 名古屋市中村区名駅４丁目 西柳町交差点周辺
愛知県 名古屋市中村区名駅５丁目 錦橋西交差点周辺
愛知県 矢場公園 矢場公園周辺
三重県 鈴鹿サーキット グランドスタンド、ＧＰスクエア周辺
三重県 おはらい町通り おはらい町通り周辺
三重県 伊勢神宮内宮 宇治橋鳥居周辺
三重県 ドコモショップ名張蔵持店 店舗内
三重県 ドコモショップ津中央店 店舗内
滋賀県 ＪＲ大津駅 ホーム周辺
京都府 ＪＲ京都駅 八条口前広場周辺、北側中央口前広場周辺
京都府 けいはんなオープンイノベーションセンター（ＫＩＣＫ）駐車場周辺、けいはんなロボット技術センター



京都府 六条不明門 仏具屋町周辺
京都府 六条烏丸 北町周辺
京都府 楊梅東洞院 楊梅東洞院南側周辺
京都府 烏丸花屋町 高槻町周辺
京都府 精華台七丁目 ＫＩＣＫ前交差点周辺
大阪府 京セラドーム 北側入口周辺
大阪府 東大阪市花園ラグビー場 スタンド、入場ゲート周辺
大阪府 関西国際空港 第一ターミナルビル２Ｆ 北側・中央出入り口周辺
大阪府 ＪＲ京橋駅 ホーム周辺、南口改札周辺
大阪府 ＪＲ大正駅 ホーム周辺、改札口周辺
大阪府 ＪＲ大阪駅 駅前交差点周辺
大阪府 ＪＲ天満駅 ホーム周辺、改札口周辺
大阪府 ＪＲ天王寺駅 ホーム周辺
大阪府 ＪＲ寺田町駅 北口改札周辺、ホーム周辺
大阪府 ＪＲ弁天町駅 改札口周辺、ホーム周辺
大阪府 ＪＲ森ノ宮駅 ホーム周辺
大阪府 ＪＲ玉造駅 ホーム周辺
大阪府 ＪＲ西九条駅 ホーム周辺、改札口周辺
大阪府 ＪＲ野田駅 改札口周辺、ホーム周辺
大阪府 ＪＲ鶴橋駅 ホーム周辺
大阪府 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ピクニックエリア付近
大阪府 大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー） １階 フェスパ周辺
大阪府 ドコモショップグランフロント大阪店 店舗内
大阪府 インテックス大阪 １～６号館
大阪府 梅田ＤＴタワー ３Ｆ エントランス
大阪府 中央大通 森ノ宮駅前交差点付近中央大通周辺
大阪府 久太郎町 久太郎町３交差点周辺
大阪府 桜島一丁目 桜島一丁目周辺
大阪府 西天満三丁目 西天満三丁目北西側周辺
大阪府 道頓堀二丁目 道頓堀川周辺
大阪府 難波西口 難波四丁目周辺
大阪府 ＪＲ森ノ宮駅前交差点 森ノ宮駅前交差点周辺
兵庫県 神戸市御崎公園球技場 スタンド、入場ゲート周辺
兵庫県 阪神甲子園球場 スタジアム観客席
兵庫県 ＪＲ新神戸駅 新幹線ホーム周辺
兵庫県 姫路城 姫路城周辺
兵庫県 三宮駅北交差点 三宮駅北交差点周辺
兵庫県 加納町四丁目 加納町四丁目周辺
兵庫県 北野町広場 北野町広場周辺
兵庫県 南京町広場 南京町広場周辺
兵庫県 東町 神戸市中央区東町周辺
兵庫県 栄町通二丁目 栄町通二丁目周辺
兵庫県 江戸町 神戸市中央区江戸町周辺
兵庫県 琴ノ緒五丁目 琴ノ緒五丁目周辺
兵庫県 磯辺通四丁目 磯辺通四丁目周辺
奈良県 近鉄大和西大寺駅 改札口周辺
和歌山県 ＪＲ和歌山駅 改札口周辺、ホーム周辺
鳥取県 ドコモショップ鳥取扇町店 店舗内
島根県 ドコモショップ松江店 店舗内
岡山県 ドコモショップ大元店 店舗内
広島県 エディオンスタジアム広島 観客席、入場ゲート周辺
広島県 マツダＺＯＯＭＺＯＯＭスタジアム スタジアム内、入場スロープ周辺
広島県 ＪＲ広島駅 南口噴水周辺、南口地下広場周辺
広島県 広島パルコ パルコ前広場周辺
広島県 ドコモショップ広島本通店 店舗内
広島県 ドコモ広島大手町ビル １Ｆ エントランス
広島県 カープロード カープロード周辺
山口県 ドコモショップ防府店 店舗内
徳島県 ＪＲ徳島駅 改札口・コンコース周辺
徳島県 ドコモショップ田宮街道店 店舗内
香川県 ＪＲ高松駅 駅構内、駅前広場周辺、バスターミナル周辺
香川県 サンポートタワー デックスガレリア周辺
香川県 ドコモショップサンポート店 店舗内
愛媛県 道後温泉駅 駅前周辺
愛媛県 ＪＲ松山駅 改札口・コンコース周辺
愛媛県 道後商店街 道後商店街周辺



愛媛県 道後温泉 道後温泉本館周辺
愛媛県 ドコモショップフライブルク店 店舗内
高知県 ＪＲ高知駅 改札口・コンコース周辺
高知県 ドコモショップ高知インター店 店舗内
福岡県 福岡ＰａｙＰａｙドーム スタジアム内、入場ゲート周辺
福岡県 ＪＲ博多駅 博多口 駅前広場周辺
福岡県 ドコモショップ小倉魚町店 店舗内
福岡県 Ｆｕｋｕｏｋａ Ｇｒｏｗｔｈ Ｎｅｘｔ 施設内周辺
福岡県 福岡市役所 ふれあい広場周辺
佐賀県 ドコモショップ佐賀南店 店舗内
⾧崎県 ハウステンボス ナイアンローデ城周辺、アムステルダム広場周辺
⾧崎県 ドコモショップ大村店 店舗内
熊本県 ドコモショップ熊本インター店 店舗内
大分県 大分スポーツ公園総合競技場 スタジアム内、入場ゲート周辺
大分県 うみたまご うみたまご施設内周辺
大分県 ドコモショップ金池店 店舗内
宮崎県 ドコモショップ大淀店 店舗内
鹿児島県 ドコモショップ天文館店 店舗内
鹿児島県 ドコモショップ鹿児島中央駅前店 店舗内
沖縄県 パレットくもじ イベント広場周辺
沖縄県 沖縄アウトレットモールあしびなー インフォメーションセンター周辺
沖縄県 美ら海水族館／海洋博公園 美ら海水族館入り口周辺
沖縄県 那覇市国際通り 松尾１丁目国際通り周辺
沖縄県 ドコモショップモバイルタウン小禄店 店舗内
沖縄県 今帰仁城跡（今帰仁村） 今帰仁歴史文化センター周辺
沖縄県 琉球大学 宜野湾口（北口）周辺

引用元:ドコモ5G通信利用可能施設・スポット一覧
https://www.nttdocomo.co.jp/area/5g/index.html?mode=s&region=&category=&available_time=0

ひろぽんカフェ
https://hiropon-cafe.com


