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2021年 12月 15日 

報道関係各位 

GMOタウンWiFi株式会社 

 

国内 No.1 のフリーWi-Fi 自動接続アプリ「タウン WiFi byGMO」 
2021 年を Wi-Fi 関連数字で読み解くインフォグラフィックスを公開 

“都道府県別の年間節約通信量ランキング”を発表 
～アプリ活用で日本国民が年間で約 9,269TB、約 100 億円を節約～ 

 

対応スポット数・ダウンロード数ともに国内 No.1（※1）のフリーWi-Fi 自動接続アプリ「タウン WiFi 

byGMO」（URL：https://townwifi.jp/）を提供する GMOインターネットグループの GMOタウンWiFi株

式会社（代表取締役社長：荻田 剛大 以下、GMOタウンWiFi）は、コロナ禍の 2021年をWi-Fi関連数字

で読み解くインフォグラフィックスを公開いたします。 

 

（※1）アプリ分析サービス「App Ape」および GMOタウンWiFiによる国内調査。2021年 02月 19日（金）時点。 

 

 

 

■「タウン WiFi byGMO」を活用し日本国民が年間で 9,269TB、約 100 億円を節約！ 

 

GMOタウン WiFiが 2016年 5月から提供している「タウン WiFi byGMO」は、街中のコンビニや飲食店

などユーザーの近くにある接続可能なフリーWi-Fiに自動接続することでシームレスなWi-Fi体験を提供する

スマートフォンアプリです。対応規模の大きさに加えてその利便性や機能性が評価され、2021 年 3 月には

利用者数 380 万人、ダウンロード数 1,000 万件を突破。さらに、2021 年はこれまで未対応でありながらも

大きな需要があった道の駅や宿泊施設などを中心に積極的に Wi-Fi スポット数を増強し、2021 年 12 月時点

で国内圧倒的 1位の 60万スポットを突破いたしました。これらの結果、GMOタウンWiFiは日本国民が「タ



2 

ウン WiFi byGMO」を活用して、2021 年は約 9,269 テラバイトの通信量を節約することに貢献いたしまし

た。これは通信費用で換算すると、総額約 100億円を節約したことに相当します。（※2） 

（※2）キャリア 3 社のデータ定額サービス／料金プランの月間データ容量を月内で超過した場合の追加チャージ（購入）金額である

1ギガバイト＝1,100円(税込)を元に算出 

 

 

■“都道府県別の１人あたり年間節約通信量ランキング”には意外な県がランクイン！ 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「タウン WiFi byGMO」は日本全国 47 都道府県でご利用いただいており、ここでは「タウン WiFi 

byGMO」を活用した年間節約通信量を都道府県別のランキング形式で発表いたします。都道府県全体の節

約通信量については、首位の「東京都」に続いて「愛知県」「大阪府」「神奈川県」「埼玉県」が並ぶな

ど、関東を始めとする人口が多い都府県がトップ 5にランクインする結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で、1人あたりの年間節約通信量で見ると 1位の「東京都」以外は大幅に順序が入れ替わり  、2位か

ら順に「沖縄県」「北海道」「愛知県」「福岡県」「鹿児島県」などが並びました。「福岡県」「鹿児島

県」「長崎県」「宮崎県」と九州地方が揃って上位に入ったほか、地方都市以外にも「沖縄県」や「新潟県

県」がランクインしたことなどから、人口やエリアに関わらず、日本全国で通信量節約のニーズが高まり、

無料Wi-Fiが活用されていたことが読み取れます。 
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■「タウン WiFi byGMO」ユーザーの月間平均節約通信量は前年比 115％！ 

コロナ禍での病院の WiFi スポット数大幅拡充も影響  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「タウン WiFi byGMO」ユーザーの月間の平均節約通信量も昨年に比べて 115％と大幅に増加いたしまし

た。この背景には、新型コロナウイルスの感染拡大により病院で入院生活を送る患者さんやそのご家族が、

オンラインでの面会や SNSを通じたコミュニケーションに使用すべく、院内での無料Wi-Fiの需要が高まっ

たことから、「タウン WiFi byGMO」でも病院利用者向けの W-iFi スポット数の検証および追加に積極的に

対応したことが挙げられます。2021年は約 6.2万の院内W-iFiスポット数を新たに拡充し、ユーザーが院内

で年間約 81テラバイトの通信量を節約することに貢献いたしました。 

 

 

■世代別 1 人あたりの年間節約通信量は 20 代が最多 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在「タウン WiFi byGMO」のメインユーザーは、40〜50 代が 48.3％と約半数を占めています。一方

で、世代別 1人あたりで見る年間節約通信量は「20代」が最多で、「タウンWiFi byGMO」を活用して 1人

あたりが 4,216 円を節約しました。なお、「20 代」のあとには「30 代」「10 代」が続く結果となりまし

た。このデータでは、30 代以下のいわゆる「デジタルネイティブ」と呼ばれる世代がアプリを積極的に使

いこなしている様子が顕著になっています。今後GMOタウンWiFiは、ユーザーの年代やバックグラウンド

に関わらず、より幅広い世代の皆様にご活用いただけるよう取り組んでまいります。 
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 GMOタウンWiFiは、今後も利用環境拡大に向けたフリーWi-Fiの設置交渉などのサービスやアシス

ト 機 能 の 拡 充 に 注 力 し 、 「 タ ウ ン WiFi byGMO 」 （ URL ： https://tw-

pressrelease.onelink.me/wQdH/f759d64f ）を通じてあらゆる年代の方々がより快適かつ安全な環境

でインターネットを楽しめる世界の実現に邁進してまいります。 

 

 

【「タウン WiFi byGMO」とは】 

GMO タウン WiFi が 2016 年 5 月から提供している「タウン WiFi byGMO」は、街中のコンビニや飲食

店、ショッピングモール、公共施設など、ユーザーの近くにある接続可能なフリーWi-Fi に自動接続するこ

とでシームレスなWi-Fi体験を提供するスマートフォンアプリです。「タウンWiFi byGMO」は、初回利用

時に簡単な登録をするだけでその後は対応しているフリーWi-Fi スポットへ自動接続できるため、登録・ロ

グインの手間を省くことができます。また、「遅い Wi-Fi に接続しない」機能や「使えない Wi-Fiに接続し

ない」機能、通信傍受のリスクを解消するための「VPN 接続」など、フリーWi-Fi の課題を解決し、ユーザ

ーにとってより良い Wi-Fi 体験をサポートするための機能を備えています。対応規模の大きさに加え、これ

らの簡単な利用方法や様々な機能を備えているという点が評価され、「タウンWiFi byGMO」のダウンロー

ド数は年々伸長し、2021 年 3 月には利用者数 380 万人、ダウンロード数が 1,000 万件を突破し、対応ス

ポット数も 60万に到達しています。（※３）
 

（※３）アプリ分析サービス「App Ape」および GMOタウンWiFiによる国内調査。2021年 12月時点。 

https://tw-pressrelease.onelink.me/wQdH/f759d64f 

 

 

【GMO タウン WiFi 株式会社について】（URL：https://townwifi.jp/company/） 

 GMOタウンWiFiは、近くにある接続可能なフリーWi-Fiに自動接続することでシームレスなWi-Fi体験

を提供するスマートフォンアプリ「タウン WiFi byGMO」を 2016 年 5 月から提供しています。「タウン

WiFi byGMO」は、ダウンロード数 1,000万、月間利用者数は約 380万人、対応スポットは 60万スポット

と、フリーWi-Fi 接続サービスとしては対応スポット・ダウンロード数ともに国内 No.1 のサービスとなっ

ています。 

 フリーWi-Fi 自動接続の他にも、「遅い Wi-Fi に接続しない」機能や「使えない Wi-Fi に接続しない」機

能など、ユーザーにとってより良い Wi-Fi 体験をサポートする機能の提供や、Wi-Fi の利用環境拡大に向け

たフリーWi-Fiの設置交渉などのサービスを展開しています。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

【GMO タウン WiFi 株式会社】（URL：https://townwifi.jp/company/） 

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMOタウンWiFi株式会社 

TEL：03-6823-5450 E-mail：info@townwifi.jp  

●GMOインターネット株式会社 

グループコミュニケーション部 広報担当 松井 

TEL：03-5456-2695 E-mail：pr@gmo.jp 

https://townwifi.jp/company/
https://townwifi.jp/company/
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会社名 GMOタウンWiFi株式会社 

所在地 東京都渋谷区桜丘町 26番 1号 セルリアンタワー 

代表者 代表取締役社長 荻田 剛大 

事業内容 ■スマートフォン向けアプリケーションの開発と運営 

資本金 2億 1,446万円 

【GMO インターネット株式会社】（URL：https://www.gmo.jp/） 

会社名 GMOインターネット株式会社 （東証第一部 証券コード：9449） 

所在地 東京都渋谷区桜丘町 26番 1号 セルリアンタワー 

代表者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事業内容 ■インターネットインフラ事業  ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業    ■暗号資産事業 

資本金 50億円 
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