
  
 

 

２０１５年１０月１５日 

 

記者会見資料 
 

 

●Nakano Free Wi-Fi のサービス開始について 

●区内全域を会場とした都市観光イベント 

「なかのまちめぐり博覧会２０１５」の開催について 

●Nakano Free Wi-Fi スタンプラリーについて 

●中野文化祭２０１５について 

 

 

 

次回定例記者会見は１１月１９日（木）午前１１時からを予定しています。 

○場所 区役所４階庁議室 



平成２７年１０月１５日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 

Nakano Free Wi-Fiのサービス開始について 

 

 中野区では、中野駅周辺の開発等による来街者の増加や２０２０年東京オリンピック・パ

ラリンピックの開催を契機とした訪日外国人の増加を見据え、国籍等を問わず誰でも無料で

利用できる公衆無線 LAN（Wi-Fi）サービスを開始します。また、今後、中野区内の民間店

舗等と連携を行い、中野区内における Wi-Fi環境の面的拡大を図っていきます。 

 

１ サービス名称 

  Nakano Free Wi-Fi 

 

２ ＳＳＩＤ（※1） 

Tokyo_Nakano_Free_Wi-Fi 

 

※1:Wi-Fiアクセスポイントの識別名のこと。Nakano Wi-Fiを利用する時は、Wi-Fiをオンにし、ネッ

トワーク一覧からこの SSIDを選択した上でインターネットに接続する必要があります。 

 

３ Nakano Free Wi-Fiエリアサイン 

 

４ サービス提供開始日 

平成２７年１０月２９日（木） 

 

５ アクセスポイント 

・中野区役所 １階ロビー   ・中野区役所 正面玄関前広場 

 中野駅北口駅前広場     ・中野駅南口駅前広場 

 中野四季の森公園           ・東中野駅西口駅前広場 

 鷺ノ宮駅周辺        ・野方駅南口駅前広場 

 中野坂上駅周辺 



 

 

６ サービスの概要 

 １回の接続時間は６０分、１日の接続回数は無制限 

 ポータルサイト及び認証画面は多言語対応（日本語、英語、中国語簡体、中国語繁体、

韓国語） 

 災害時におけるインターネット開放機能あり 

 Japan Connected-free Wi-Fi（※2）への参画 

 

※2: エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供しているアプリケーション

サービス。アプリをダウンロードし、利用登録を行えば「Nakano Free Wi-Fi」のエリアに加え、

「Japan Connected-free Wi-Fi」に参画している他のエリアでも共通認証で Wi-Fi が利用できま

す。 

 

７ 民間店舗等設置アクセスポイントとの連携 

 民間店舗等が設置するアクセスポイントの SSIDを「Tokyo_Nakano_Free_Wi-Fi 

_Plus」と設定することで、Nakano Free Wi-Fiとして統一的な提供を行い、公民連携によ

る Wi-Fi サービスの面的拡大を図ります。連携によるサービス提供は、連携店舗等と調整

を図りながら順次開始していきます。 

＜連携予定店舗等＞中野ブロードウェイ商店街振興組合など 

問合せ先 

都市政策推進室副参事（中野駅周辺計画担当）石井 電話 03-3228-8742 

＜アクセスポイントマップ＞ 
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区内全域を会場とした都市観光イベント 
「なかのまちめぐり博覧会２０１５」の開催について 

 

「なかのまちめぐり博覧会」は、区内全域を会場として区民や来街者が区の魅力を気軽

に楽しみ、より多くの滞在・回遊に資する機会を提供するものとして２０１３年より開催

され、前回第２回では約８万人の集客を得るなど好評を得ました。 

このたび、「なかのまちめぐり博覧会２０１５」を開催することとなりましたのでお知ら

せいたします。 

 

１ 事業概要 

（１）開催期間 

   平成２７年１０月３１日（土）～平成２７年１１月２９日（日） 

 （２）会場 

    区内全域 

（３）主催 

   ・なかのまちめぐり博覧会実行委員会 

（区内商業団体、交通事業者、企業、大学等により構成） 

・中野区 

（４）イベント概要 

   民間等の多様な主体が区内のさまざまな地域資源を活用して自主的に企画・運営

される個別イベント等を公募・集約し、区内全域を会場とする博覧会として一体的

に開催します。（全８２件） 

ア イベント・催し（４０件） 

区内のコンテンツ企業が中心となって行う中野文化祭や中野駅周辺を会場とした

コスプレイベント、新人監督映画祭、西武新宿線沿線の商店街連合によるスタンプラ

リーイベント など 

イ まち歩きツアー（８件） 

    商店街や区内の名所（史跡や寺社）をめぐるまち歩きツアー など 

  ウ  体験・見学（１３件） 

    消防隊員の仕事体験や伝統工芸制作体験、手作りきりたんぽ体験、外国人向けの 

日本料理体験、相撲体験 など 

  エ  講座・講演（２１件） 

   大学での公開講座やワードでつくる年賀状講座など 

 

２ 注目のイベント（イベントの詳細は、パンフレット記載の各主催者にお問い合わせを） 

 

  ○オープニングイベント（パンフレット p3） 

～マスコットキャラクター×TIGGERS DANCE TEAM のダンスコラボレーション～ 

TIGGERS DANCE TEAM(ティガーズ・ダンス・チーム)は中野を中心としたキッズチ

アダンスチーム。今年２月には中学生チーム TIGGERS Brave（ティガーズ・ブレイ

ブ）が日本代表としてフロリダの全米世界選手権に出場して優勝しています。その

ティガーズと中野にゆかりのあるキャラクターが集合してのダンスコラボレーショ

ンで、なかのまちめぐり博覧会２０１５のオープニングを盛り上げます。 

 



 

日時：１０月３１日（土）１１：００～１２：３０ 

場所：中野サンプラザ前広場 

   

○東日本大震災復興支援哲学堂公園チャリティーイベント 2015（パンフレット p14） 

 中野区有数の文化財である哲学堂公園を会場に、東日本大震災復興支援を目的と

したチャリティーイベントを開催します。関東バスによる展覧会＆オリジナルグッ

ズ販売会、南三陸町・石巻市の物産展、震災の現在を伝える写真展示、チャリティ

バザーなどを実施します。 

 

日時：１１月２３日（月・祝）１０：００～１５:００ 

場所：哲学堂公園 

      

○日本の伝統工芸・佐賀錦織の体験・見学（パンフレット p8） 

伝統工芸・佐賀錦を少しでも多くの人に知ってもらいたいという思いから用具、

材料、作品の展示、販売します。佐賀錦を実際に織って、ストラップ２個を制作体

験も実施します。（予約制） 

 

日時：１１月２０日（金）～１１月２２日（日）１０：００～１８：００ 

場所：大谷スタジオ地下１階（中野区白鷺２－１０-１５） 

問合せ先 

都市政策推進室副参事（都市観光・地域活性化担当）藤永 電話 03-3228-5464 
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Nakano Free Wi-Fi スタンプラリーについて 

 

 Nakano Free Wi-Fi提供開始のＰＲ及び利用促進のため、なかのまちめぐり博覧会のイベ

ントの一環として、Wi-Fiを活用したスタンプラリーイベントを行います。 

 

１ イベントの概要 

区内９か所の Nakano Free Wi-Fiアクセスポイントのうち、３か所のスタンプを集め

ると賞品がもらえるスタンプラリーイベントです。 

 

２ 参加方法 

（１）Nakano Free Wi-Fi のアクセスポイントで「Tokyo_Nakano_Free_Wi-Fi」に接続し、

ブラウザを起動します。 

（２）表示されたポータル画面のスタンプラリーバナーをタップするとスタンプがもらえま

す。 

（３）３か所のスタンプを集めたら、賞品引換場所で賞品と引換 

 

３ 開催期間 

平成２７年１１月１９日（木）～１１月２４日（火） 

 

４ 参加賞品 

３か所のスタンプを集めると、必ずもらえます。（先着順、商品無くなり次第終了） 

（なかの 里・まち賞） 

みなかみ町産 ブランド米「水月夜（みなつきよ）」新米３合 

日本三大ラーメン 喜多方ラーメン 

（クルトン中野賞） 

クルトン中野のオリジナル特製タンブラー 

賞品の引換 

引換期間 １１月１９日（木）～１１月２４日（火） 午前１０時～午後４時３０分 

引換場所 中野駅北口駅前広場 

 

５ 実施主体 

なかのまちめぐり博覧会実行委員会 

 

※なかのまちめぐり博覧会パンフレット中綴じ p9もご参照ください。 

問合せ先 

都市政策推進室副参事（都市観光・地域活性化担当）藤永 電話 03-3228-5464 
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中野文化祭２０１５について 

～この秋、世界は中野に恋をする。～ 

 

「中野ブロードウェイ」に象徴されるサブカルのまちとしての中野、国内の大手アニメ制

作会社が集まっている中野、駅周辺で数多くの野外イベントが開かれている中野、『中野文化

祭』は、これらの多様な中野の魅力を数多くの方々に知っていただき、もっと多くの方々に中

野の街を楽しんでいただく２日間のイベントです。（なかのまちめぐり博覧会 2015パンフレッ

ト p21） 

 

１ 第２回新人監督映画祭（なかのまちめぐり博覧会 2015パンフレット p22） 

全国から募集した新作映画を含む日本映画監督新人協会会員の作品と招聘作品による、

４日間で約１００本の作品を見放題で楽しめる映画祭です。 

映画上映の他、監督や俳優によるシンポジウムやワークショップなどの企画が満載です。

（前売り 2,500円、当日 3,000円） 

（１）開催日時 10月 31日(土)～11月 3日(火)  

（２）開催場所 中野サンプラザ１５階２会場（フォレスト／リーフ）、東京テクニカルカ

レッジ・テラホール（中野区東中野 4-2-3）、東京工芸大学・芸術情報館１階メインホ

ール（中野区本町 2-9-5）ほか 

 

２ Re:animatiton（リアニメーション）～区役所もサンプラザ前もダンスフロアになる～ 

アニメーション文化とクラブミュージック文化を融合させた都市型屋外イベント。２０

１０年に新宿にて第１回を実施。第 5 回からは会場を中野に移し、クラウドファンディン

グによる資金調達を活用した入場無料の野外ライブとして人気を集めています。第 8 回と

なる今回は、区役所前と中野サンプラザ前の両広場を使用した野外２会場で同時開催とい

う初の試みです。総勢２７組のアーティストが集結します。 

（１）開催日時 11月 1日（日） 11:00～19:00 

（２）開催場所 中野区区役所前広場・中野サンプラザ前 

 

３ ＭＡＧフェスタ〜 中野ハロウィン仮装パレード 

２０１４年にＭ・マンガ、Ａ・アニメ、Ｇ・ゲームを愛する若者によって企画されたこ

のイベントは地域の協力で開催され、数多くの参加者を集めました。今回もコスプレパレ

ードが中野の街を賑わせます。 

また、リアニメーションと連携し、ＭＡＧフェスタの参加者はコスプレのままリアニメ

ーションに参加可能です。 

（１）開催日時 10月 31日(土)   12:00〜19:00 

11月 1日(日)  12:00〜18:00 

 



（２）開催場所 中野駅周辺（中野サンモール商店街、中野ブロードウェイ、中野南口駅

前商店街、中野区産業振興センター、中野サンプラザ前広場） 

（３）参加費 コスプレ参加費 1,000円、クローク（１個）500円 

 

４ 勇者しょこたんとラスボスさちこの呪い（仮） 

中川翔子と小林幸子によるコラボユニット「しょこたん♥さっちゃん」の新曲「無限∞ブ

ランノワール」（10 月 28 日リリース）と同楽曲のタイアップである、人気アプリゲーム「無

限∞ナイツ」とコラボし、中野の名所をめぐり迷い込んでしまった「ナカノ」の謎を解く、

都市型謎解き脱出ゲームです。受付場所でイベント用冊子を受け取り、ゲームの世界を楽

しみながらリアルな中野を歩き、謎解きをします。なお、「しょこたん♥さっちゃん」は 10

月 31 日の中野文化祭スペシャルステージ（17 時頃からサンプラザ前ステージ、入場無料、

要整理券）に出演が決定しています。 

※「無限∞ナイツ」をプレイされていない方でもお楽しみいただけます。 

（イベント概要） 

•開催期間：10月 31日〜11月 3日（10:00〜19:00） 

•受付場所： 

  10月 31日〜11月 3日 ブロードウェイ 2F 謎解き受付案内所 

  10月 31日・11月 1日 サンプラザ中野文化祭案内所  

•最低クリア時間目安：4時間 

•最低歩数目安：10,000歩 

•謎解きキット引き換え前売り券 2,500円（税込） 当日券 3,000円（税込） 

 

５ アニソンダンスバトル全国大会 アキバ×ストリート FINAL 

アニソンダンスのパイオニア RAB（リアルアキバボーイズ）がプロデュースする世界初の

企画"アニソンダンスバトル"の全国大会「アキバ×ストリート」。７月の秋葉原ラジオ会館

での予選に始まり、神戸、広島、大分での予選を勝ち抜いたパフォーマーたちによる日本

一決定戦が中野文化祭にて開催されます。 

（１）開催日時 10月 31日（土）開場 15:00 開演 15:30 

（２）開催場所 中野区役所前特設ステージ 

（３）ゲストアーティスト OxT(オーイシマサヨシ xTom-H@ck）、SCREEN mode 

（４）ジャッジ・DJ・MC   RAB（リアルアキバボーイズ） 

（５）チケット 前売券 3,800円(税込)、当日券 4,500円(税込) 

 

６ 中野文化祭２０１５公式サイト 

http://welovenakano.com/ チケットの購入方法など詳しくはこちらをご覧ください。 

中野文化祭 2015についてのお問合せ 

中野文化祭開催事務局 杉本 電話 080-4176-4095 

なぜ「アキバ×ストリート FINAL」が中野なのか 
「リアニメーション」により、屋外アニソンイベントの地として中野が定着。さらに中野はサブカ

ルだけでなくストリートカルチャー（スケボー、ストリートダンス）の街でもあり、ストリートダ

ンサーも多いことから、中野での開催となりました。 
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