
下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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埼玉県さいたま市大宮区大門町の一部 

埼玉県さいたま市大宮区仲町の一部 

埼玉県さいたま市大宮区錦町の一部 

埼玉県さいたま市大宮区宮町 

埼玉県さいたま市中央区新都心の一部 

埼玉県川口市大字大竹の一部 

埼玉県川口市南前川の一部 

東京都千代田区飯田橋の一部 

東京都千代田区一番町の一部 

東京都千代田区岩本町 

東京都千代田区内神田の一部 

東京都千代田区内幸町の一部 

東京都千代田区大手町の一部 

東京都千代田区鍛冶町の一部 

東京都千代田区神田淡路町 

東京都千代田区神田和泉町 

東京都千代田区神田岩本町 

東京都千代田区神田小川町 

東京都千代田区神田北乗物町の一部 

東京都千代田区神田紺屋町の一部 

東京都千代田区神田佐久間河岸の一部 

東京都千代田区神田佐久間町の一部 

東京都千代田区神田神保町の一部 

東京都千代田区神田須田町の一部 

東京都千代田区神田駿河台の一部 

東京都千代田区神田富山町の一部 

東京都千代田区神田錦町の一部 

東京都千代田区神田西福田町の一部 

東京都千代田区神田練塀町の一部 

東京都千代田区神田東紺屋町 

東京都千代田区神田東松下町 
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東京都千代田区神田平河町 

東京都千代田区神田松永町の一部 

東京都千代田区神田美倉町 

東京都千代田区神田美土代町 

東京都千代田区九段北の一部 

東京都千代田区麹町の一部 

東京都千代田区五番町の一部 

東京都千代田区神田猿楽町の一部 

東京都千代田区外神田の一部 

東京都千代田区西神田の一部 

東京都千代田区二番町 

東京都千代田区東神田の一部 

東京都千代田区一ツ橋の一部 

東京都千代田区富士見の一部 

東京都千代田区神田三崎町の一部 

東京都千代田区四番町の一部 

東京都千代田区六番町の一部 

東京都中央区明石町の一部 

東京都中央区入船 

東京都中央区勝どきの一部 

東京都中央区京橋の一部 

東京都中央区銀座の一部 

東京都中央区新川の一部 

東京都中央区新富の一部 

東京都中央区月島の一部 

東京都中央区築地の一部 

東京都中央区佃 

東京都中央区日本橋の一部 

東京都中央区日本橋大伝馬町の一部 

東京都中央区日本橋兜町 

東京都中央区日本橋茅場町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 

3 

東京都中央区日本橋小網町の一部 

東京都中央区日本橋小伝馬町の一部 

東京都中央区日本橋小舟町の一部 

東京都中央区日本橋富沢町の一部 

東京都中央区日本橋人形町の一部 

東京都中央区日本橋浜町の一部 

東京都中央区日本橋久松町の一部 

東京都中央区日本橋堀留町 

東京都中央区日本橋本石町の一部 

東京都中央区日本橋本町の一部 

東京都中央区日本橋室町の一部 

東京都中央区八丁堀 

東京都中央区晴海の一部 

東京都中央区湊 

東京都中央区八重洲の一部 

東京都港区赤坂の一部 

東京都港区愛宕の一部 

東京都港区海岸の一部 

東京都港区港南の一部 

東京都港区芝の一部 

東京都港区芝浦の一部 

東京都港区芝大門の一部 

東京都港区虎ノ門の一部 

東京都港区浜松町の一部 

東京都港区東新橋の一部 

東京都港区三田の一部 

東京都港区台場の一部 

東京都新宿区赤城下町 

東京都新宿区赤城元町 

東京都新宿区市谷砂土原町の一部 

東京都新宿区市谷田町の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 

4 

東京都新宿区市谷山伏町の一部 

東京都新宿区榎町の一部 

東京都新宿区大久保の一部 

東京都新宿区改代町 

東京都新宿区神楽河岸の一部 

東京都新宿区神楽坂の一部 

東京都新宿区北山伏町の一部 

東京都新宿区下宮比町の一部 

東京都新宿区白銀町 

東京都新宿区新小川町の一部 

東京都新宿区水道町 

東京都新宿区築地町 

東京都新宿区筑土八幡町の一部 

東京都新宿区津久戸町の一部 

東京都新宿区天神町 

東京都新宿区中里町 

東京都新宿区西五軒町 

東京都新宿区払方町の一部 

東京都新宿区東榎町の一部 

東京都新宿区東五軒町 

東京都新宿区袋町の一部 

東京都新宿区弁天町の一部 

東京都新宿区南榎町 

東京都新宿区南町の一部 

東京都新宿区山吹町の一部 

東京都新宿区矢来町の一部 

東京都新宿区若宮町 

東京都新宿区早稲田鶴巻町の一部 

東京都文京区関口の一部 

東京都文京区湯島の一部 

東京都台東区浅草橋 
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東京都台東区池之端の一部 

東京都台東区上野の一部 

東京都台東区上野公園の一部 

東京都台東区上野桜木の一部 

東京都台東区台東の一部 

東京都台東区鳥越の一部 

東京都江東区北砂の一部 

東京都江東区千石の一部 

東京都江東区豊洲の一部 

東京都江東区東砂の一部 

東京都江東区平野の一部 

東京都江東区三好の一部 

東京都品川区東品川の一部 

東京都品川区南品川の一部 

東京都品川区東八潮の一部 

東京都目黒区上目黒の一部 

東京都大田区東六郷の一部 

東京都世田谷区上野毛の一部 

東京都世田谷区中町の一部 

東京都渋谷区宇田川町の一部 

東京都渋谷区恵比寿南の一部 

東京都渋谷区神山町の一部 

東京都渋谷区桜丘町の一部 

東京都渋谷区渋谷の一部 

東京都渋谷区神南の一部 

東京都豊島区北大塚の一部 

東京都豊島区西巣鴨の一部 

東京都北区上十条の一部 

東京都北区十条仲原の一部 

東京都北区中十条の一部 

東京都足立区千住曙町の一部 
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東京都足立区千住旭町の一部 

東京都足立区千住河原町の一部 

東京都足立区千住関屋町の一部 

東京都足立区千住宮元町の一部 

東京都足立区千住東の一部 

東京都足立区千住緑町 

東京都足立区柳原の一部 

神奈川県横浜市神奈川区入江の一部 

神奈川県横浜市神奈川区浦島町の一部 

神奈川県横浜市神奈川区神之木台の一部 

神奈川県横浜市神奈川区神之木町の一部 

神奈川県横浜市神奈川区亀住町の一部 

神奈川県横浜市神奈川区子安通の一部 

神奈川県横浜市神奈川区新浦島町の一部 

神奈川県横浜市神奈川区新子安の一部 

神奈川県横浜市神奈川区立町の一部 

神奈川県横浜市神奈川区富家町の一部 

神奈川県横浜市神奈川区七島町の一部 

神奈川県横浜市神奈川区東神奈川の一部 

神奈川県横浜市神奈川区守屋町の一部 

神奈川県横浜市港北区綱島台の一部 

神奈川県川崎市幸区中幸町の一部 

神奈川県川崎市幸区堀川町の一部 

神奈川県川崎市多摩区登戸新町の一部 

愛知県名古屋市千種区池下の一部 

愛知県名古屋市千種区今池の一部 

愛知県名古屋市千種区内山 

愛知県名古屋市千種区新栄 

愛知県名古屋市千種区千種の一部 

愛知県名古屋市千種区仲田の一部 

愛知県名古屋市千種区花田町 
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愛知県名古屋市千種区吹上の一部 

愛知県名古屋市東区葵 

愛知県名古屋市東区泉の一部 

愛知県名古屋市東区上竪杉町 

愛知県名古屋市東区三の丸の一部 

愛知県名古屋市東区橦木町の一部 

愛知県名古屋市東区白壁の一部 

愛知県名古屋市東区主税町の一部 

愛知県名古屋市東区西新町の一部 

愛知県名古屋市東区東片端町の一部 

愛知県名古屋市東区東桜 

愛知県名古屋市東区東新町 

愛知県名古屋市東区東外堀町 

愛知県名古屋市東区久屋町 

愛知県名古屋市東区武平町 

愛知県名古屋市西区牛島町 

愛知県名古屋市西区笠取町の一部 

愛知県名古屋市西区上堀越町の一部 

愛知県名古屋市西区菊井の一部 

愛知県名古屋市西区康生通 

愛知県名古屋市西区児玉の一部 

愛知県名古屋市西区笹塚町の一部 

愛知県名古屋市西区浄心本通の一部 

愛知県名古屋市西区東岸町の一部 

愛知県名古屋市西区那古野 

愛知県名古屋市西区則武新町の一部 

愛知県名古屋市西区幅下の一部 

愛知県名古屋市西区堀越町の一部 

愛知県名古屋市西区万代町の一部 

愛知県名古屋市西区名駅の一部 

愛知県名古屋市西区山田町大字中小田井の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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愛知県名古屋市西区堀越 

愛知県名古屋市西区南堀越 

愛知県名古屋市西区枇杷島の一部 

愛知県名古屋市西区則武町 

愛知県名古屋市西区桃ノ木町 

愛知県名古屋市西区米田町 

愛知県名古屋市中村区井深町の一部 

愛知県名古屋市中村区牛島町の一部 

愛知県名古屋市中村区上米野町 

愛知県名古屋市中村区亀島 

愛知県名古屋市中村区郷前町の一部 

愛知県名古屋市中村区権現通の一部 

愛知県名古屋市中村区笹島町 

愛知県名古屋市中村区下広井町 

愛知県名古屋市中村区太閤 

愛知県名古屋市中村区竹橋町 

愛知県名古屋市中村区椿町の一部 

愛知県名古屋市中村区那古野 

愛知県名古屋市中村区則武 

愛知県名古屋市中村区則武本通の一部 

愛知県名古屋市中村区平池町の一部 

愛知県名古屋市中村区枇杷島町の一部 

愛知県名古屋市中村区牧野町 

愛知県名古屋市中村区松原町の一部 

愛知県名古屋市中村区名駅の一部 

愛知県名古屋市中村区名駅南の一部 

愛知県名古屋市中区葵 

愛知県名古屋市中区上前津の一部 

愛知県名古屋市中区栄の一部 

愛知県名古屋市中区三の丸の一部 

愛知県名古屋市中区新栄 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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愛知県名古屋市中区新栄町の一部 

愛知県名古屋市中区千代田の一部 

愛知県名古屋市中区錦の一部 

愛知県名古屋市中区二の丸の一部 

愛知県名古屋市中区丸の内 

愛知県名古屋市昭和区鶴舞町 

愛知県刈谷市幸町の一部 

愛知県刈谷市中山町の一部 

愛知県清須市上河原 

愛知県清須市下河原の一部 

愛知県清須市土器野の一部 

愛知県清須市中河原の一部 

愛知県清須市西枇杷島町亥新田の一部 

愛知県清須市西枇杷島町井下見取 

愛知県清須市西枇杷島町小田井の一部 

愛知県清須市西枇杷島町片町の一部 

愛知県清須市西枇杷島町上新 

愛知県清須市西枇杷島町北枇杷池 

愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杁の一部 

愛知県清須市西枇杷島町下新の一部 

愛知県清須市西枇杷島町西枇杷池 

愛知県清須市西枇杷島町南枇杷池 

愛知県清須市西枇杷島町南二ツ杁 

愛知県清須市西枇杷島町南松原の一部 

愛知県清須市西枇杷島町芳野の一部 

愛知県清須市西枇杷島町六拾軒の一部 

京都府京都市上京区伊勢屋町の一部 

京都府京都市上京区上生洲町の一部 

京都府京都市上京区京都御苑の一部 

京都府京都市上京区駒之町の一部 

京都府京都市上京区東土御門町の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市左京区秋築町 

京都府京都市左京区粟田口鳥居町の一部 

京都府京都市左京区石原町 

京都府京都市左京区永観堂町の一部 

京都府京都市左京区大菊町 

京都府京都市左京区岡崎入江町の一部 

京都府京都市左京区岡崎円勝寺町 

京都府京都市左京区岡崎北御所町の一部 

京都府京都市左京区岡崎最勝寺町 

京都府京都市左京区岡崎真如堂前町の一部 

京都府京都市左京区岡崎成勝寺町 

京都府京都市左京区岡崎西天王町の一部 

京都府京都市左京区岡崎法勝寺町の一部 

京都府京都市左京区頭町 

京都府京都市左京区菊鉾町 

京都府京都市左京区北門前町 

京都府京都市左京区黒谷町の一部 

京都府京都市左京区讃州寺町 

京都府京都市左京区鹿ケ谷宮ノ前町の一部 

京都府京都市左京区下堤町 

京都府京都市左京区正往寺町の一部 

京都府京都市左京区聖護院東寺領町の一部 

京都府京都市左京区新生洲町 

京都府京都市左京区新車屋町 

京都府京都市左京区新東洞院町 

京都府京都市左京区新先斗町 

京都府京都市左京区新丸太町 

京都府京都市左京区杉本町 

京都府京都市左京区大文字町 

京都府京都市左京区超勝寺門前町 

京都府京都市左京区中川町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市左京区南禅寺北ノ坊町の一部 

京都府京都市左京区南禅寺草川町の一部 

京都府京都市左京区南禅寺南禅寺山町の一部 

京都府京都市左京区難波町 

京都府京都市左京区若王子町の一部 

京都府京都市左京区東門前町 

京都府京都市左京区福本町の一部 

京都府京都市左京区法皇寺町 

京都府京都市左京区法林寺門前町 

京都府京都市左京区孫橋町 

京都府京都市左京区南門前町 

京都府京都市左京区吉田河原町の一部 

京都府京都市左京区吉田下阿達町の一部 

京都府京都市左京区吉永町 

京都府京都市左京区和国町 

京都府京都市中京区秋野々町 

京都府京都市中京区朝倉町 

京都府京都市中京区姉猪熊町の一部 

京都府京都市中京区姉大宮町西側の一部 

京都府京都市中京区姉大宮町東側の一部 

京都府京都市中京区姉大東町 

京都府京都市中京区姉西堀川町の一部 

京都府京都市中京区油屋町 

京都府京都市中京区池須町 

京都府京都市中京区池元町 

京都府京都市中京区石橋町 

京都府京都市中京区石屋町 

京都府京都市中京区市之町の一部 

京都府京都市中京区一之船入町 

京都府京都市中京区一蓮社町 

京都府京都市中京区井筒屋町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市中京区因幡町 

京都府京都市中京区今新在家西町 

京都府京都市中京区今新在家東町 

京都府京都市中京区岩上町 

京都府京都市中京区姥柳町 

京都府京都市中京区梅忠町 

京都府京都市中京区梅之木町の一部 

京都府京都市中京区梅屋町の一部 

京都府京都市中京区占出山町 

京都府京都市中京区裏寺町 

京都府京都市中京区永楽町 

京都府京都市中京区越後町の一部 

京都府京都市中京区越後突抜町 

京都府京都市中京区榎木町 

京都府京都市中京区恵比須町の一部 

京都府京都市中京区海老屋町 

京都府京都市中京区烏帽子屋町の一部 

京都府京都市中京区御池大東町 

京都府京都市中京区御池之町の一部 

京都府京都市中京区扇屋町 

京都府京都市中京区大阪材木町 

京都府京都市中京区押油小路町の一部 

京都府京都市中京区押西洞院町の一部 

京都府京都市中京区帯屋町の一部 

京都府京都市中京区尾張町 

京都府京都市中京区御供町 

京都府京都市中京区貝屋町 

京都府京都市中京区鍵屋町の一部 

京都府京都市中京区頭町の一部 

京都府京都市中京区柏屋町 

京都府京都市中京区鍛冶屋町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市中京区金屋町 

京都府京都市中京区甲屋町 

京都府京都市中京区釜座町 

京都府京都市中京区上一文字町の一部 

京都府京都市中京区上大阪町の一部 

京都府京都市中京区上瓦町 

京都府京都市中京区上黒門町 

京都府京都市中京区上樵木町 

京都府京都市中京区上巴町 

京都府京都市中京区上白山町 

京都府京都市中京区上八文字町 

京都府京都市中京区上本能寺前町 

京都府京都市中京区上妙覚寺町の一部 

京都府京都市中京区亀屋町の一部 

京都府京都市中京区雁金町の一部 

京都府京都市中京区瓦師町 

京都府京都市中京区瓦町 

京都府京都市中京区瓦之町の一部 

京都府京都市中京区観音町 

京都府京都市中京区観音堂町の一部 

京都府京都市中京区菊水鉾町の一部 

京都府京都市中京区菊屋町の一部 

京都府京都市中京区北車屋町 

京都府京都市中京区北小路町の一部 

京都府京都市中京区亀甲屋町 

京都府京都市中京区木之下町 

京都府京都市中京区金吹町 

京都府京都市中京区行願寺門前町 

京都府京都市中京区空也町 

京都府京都市中京区車屋町 

京都府京都市中京区桑原町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 

14 

京都府京都市中京区鯉山町 

京都府京都市中京区小結棚町 

京都府京都市中京区米屋町の一部 

京都府京都市中京区御所八幡町 

京都府京都市中京区坂井町 

京都府京都市中京区左京町 

京都府京都市中京区桜之町 

京都府京都市中京区笹屋町の一部 

京都府京都市中京区指物町 

京都府京都市中京区三条猪熊町 

京都府京都市中京区三条大宮町 

京都府京都市中京区三条油小路町の一部 

京都府京都市中京区三条町の一部 

京都府京都市中京区三坊大宮町の一部 

京都府京都市中京区三文字町 

京都府京都市中京区材木町 

京都府京都市中京区塩屋町の一部 

京都府京都市中京区七観音町 

京都府京都市中京区七軒町 

京都府京都市中京区四坊大宮町 

京都府京都市中京区四坊堀川町 

京都府京都市中京区清水町 

京都府京都市中京区下一文字町 

京都府京都市中京区下大阪町の一部 

京都府京都市中京区下瓦町 

京都府京都市中京区下黒門町 

京都府京都市中京区下御霊前町の一部 

京都府京都市中京区下白山町 

京都府京都市中京区下八文字町 

京都府京都市中京区下古城町の一部 

京都府京都市中京区下本能寺前町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市中京区下丸屋町の一部 

京都府京都市中京区下妙覚寺町の一部 

京都府京都市中京区猩々町 

京都府京都市中京区白壁町 

京都府京都市中京区神泉苑町の一部 

京都府京都市中京区十文字町の一部 

京都府京都市中京区末丸町 

京都府京都市中京区杉屋町 

京都府京都市中京区角倉町 

京都府京都市中京区炭之座町 

京都府京都市中京区晴明町 

京都府京都市中京区泉正寺町 

京都府京都市中京区高田町 

京都府京都市中京区高宮町 

京都府京都市中京区笋町 

京都府京都市中京区竹屋町 

京都府京都市中京区蛸薬師町 

京都府京都市中京区蛸屋町の一部 

京都府京都市中京区畳屋町 

京都府京都市中京区橘町の一部 

京都府京都市中京区橘柳町 

京都府京都市中京区龍池町の一部 

京都府京都市中京区竪大恩寺町の一部 

京都府京都市中京区玉蔵町 

京都府京都市中京区樽屋町 

京都府京都市中京区俵屋町 

京都府京都市中京区大恩寺町 

京都府京都市中京区大黒町の一部 

京都府京都市中京区大日町の一部 

京都府京都市中京区大文字町の一部 

京都府京都市中京区達磨町の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市中京区滕屋町 

京都府京都市中京区丁子屋町 

京都府京都市中京区手洗水町 

京都府京都市中京区槌屋町の一部 

京都府京都市中京区壺屋町の一部 

京都府京都市中京区天守町の一部 

京都府京都市中京区天性寺前町 

京都府京都市中京区天神山町 

京都府京都市中京区等持寺町 

京都府京都市中京区蟷螂山町 

京都府京都市中京区常盤木町 

京都府京都市中京区虎石町 

京都府京都市中京区虎屋町の一部 

京都府京都市中京区堂之前町の一部 

京都府京都市中京区道祐町 

京都府京都市中京区曇華院前町 

京都府京都市中京区中島町の一部 

京都府京都市中京区中筋町 

京都府京都市中京区中之町 

京都府京都市中京区中白山町 

京都府京都市中京区仲保利町 

京都府京都市中京区鍋屋町 

京都府京都市中京区奈良屋町 

京都府京都市中京区仁王門突抜町 

京都府京都市中京区西生洲町 

京都府京都市中京区西魚屋町 

京都府京都市中京区西押小路町 

京都府京都市中京区錦猪熊町 

京都府京都市中京区錦大宮町 

京都府京都市中京区錦堀川町 

京都府京都市中京区西革堂町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市中京区西三坊堀川町 

京都府京都市中京区西大文字町の一部 

京都府京都市中京区西錦小路町 

京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町の一部 

京都府京都市中京区西六角町 

京都府京都市中京区二条油小路町の一部 

京都府京都市中京区二条新町の一部 

京都府京都市中京区二条城町の一部 

京都府京都市中京区二条殿町 

京都府京都市中京区塗師屋町 

京都府京都市中京区橋浦町の一部 

京都府京都市中京区橋下町 

京都府京都市中京区橋西町の一部 

京都府京都市中京区橋弁慶町 

京都府京都市中京区場之町の一部 

京都府京都市中京区阪東屋町 

京都府京都市中京区柊町 

京都府京都市中京区東生洲町 

京都府京都市中京区東魚屋町の一部 

京都府京都市中京区東片町 

京都府京都市中京区東側町の一部 

京都府京都市中京区東椹木町 

京都府京都市中京区東玉屋町 

京都府京都市中京区東大文字町の一部 

京都府京都市中京区東八幡町 

京都府京都市中京区菱屋町 

京都府京都市中京区樋之口町 

京都府京都市中京区備前島町 

京都府京都市中京区福長町 

京都府京都市中京区藤岡町 

京都府京都市中京区藤木町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市中京区藤西町 

京都府京都市中京区藤本町 

京都府京都市中京区不動町 

京都府京都市中京区船屋町 

京都府京都市中京区古西町 

京都府京都市中京区弁慶石町 

京都府京都市中京区鉾田町 

京都府京都市中京区布袋屋町の一部 

京都府京都市中京区骨屋町 

京都府京都市中京区骨屋之町 

京都府京都市中京区堀之上町 

京都府京都市中京区本能寺町 

京都府京都市中京区蒔絵屋町の一部 

京都府京都市中京区桝屋町の一部 

京都府京都市中京区松浦町 

京都府京都市中京区松ケ枝町 

京都府京都市中京区松下町 

京都府京都市中京区松屋町の一部 

京都府京都市中京区丸木材木町 

京都府京都市中京区丸屋町 

京都府京都市中京区饅頭屋町の一部 

京都府京都市中京区御射山町 

京都府京都市中京区南車屋町 

京都府京都市中京区壬生相合町の一部 

京都府京都市中京区壬生朱雀町の一部 

京都府京都市中京区壬生馬場町の一部 

京都府京都市中京区壬生坊城町 

京都府京都市中京区宮本町 

京都府京都市中京区妙満寺前町 

京都府京都市中京区百足屋町 

京都府京都市中京区元竹田町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市中京区元法然寺町 

京都府京都市中京区元本能寺町 

京都府京都市中京区元本能寺南町 

京都府京都市中京区森ノ木町の一部 

京都府京都市中京区守山町 

京都府京都市中京区門前町 

京都府京都市中京区八百屋町の一部 

京都府京都市中京区柳八幡町 

京都府京都市中京区山崎町 

京都府京都市中京区山田町 

京都府京都市中京区山伏山町 

京都府京都市中京区山本町 

京都府京都市中京区要法寺前町の一部 

京都府京都市中京区吉野町 

京都府京都市中京区柳水町 

京都府京都市中京区了頓図子町 

京都府京都市中京区冷泉町の一部 

京都府京都市中京区六丁目 

京都府京都市中京区六角猪熊町 

京都府京都市中京区六角大宮町 

京都府京都市中京区六角油小路町 

京都府京都市中京区若松町 

京都府京都市中京区和久屋町 

京都府京都市中京区綿屋町 

京都府京都市東山区新シ町 

京都府京都市東山区粟田口粟田山北町 

京都府京都市東山区粟田口粟田山南町の一部 

京都府京都市東山区粟田口鍛冶町 

京都府京都市東山区粟田口華頂町の一部 

京都府京都市東山区粟田口花頂山町 

京都府京都市東山区粟田口三条坊町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市東山区粟田口東大谷山町の一部 

京都府京都市東山区池殿町 

京都府京都市東山区石垣町西側 

京都府京都市東山区石垣町東側 

京都府京都市東山区石橋町 

京都府京都市東山区一橋野本町 

京都府京都市東山区一橋宮ノ内町 

京都府京都市東山区井手町 

京都府京都市東山区稲荷町北組 

京都府京都市東山区稲荷町南組 

京都府京都市東山区今熊野阿弥陀ケ峯町の一部 

京都府京都市東山区今熊野悲田院山町の一部 

京都府京都市東山区今熊野本多山町の一部 

京都府京都市東山区今小路町 

京都府京都市東山区今道町 

京都府京都市東山区梅宮町 

京都府京都市東山区梅本町の一部 

京都府京都市東山区夷町 

京都府京都市東山区蛭子町北組 

京都府京都市東山区蛭子町南組 

京都府京都市東山区大井手町 

京都府京都市東山区大阪町 

京都府京都市東山区大橋町 

京都府京都市東山区音羽町 

京都府京都市東山区鍵屋町 

京都府京都市東山区門脇町 

京都府京都市東山区金屋町 

京都府京都市東山区鐘鋳町 

京都府京都市東山区上新シ町 

京都府京都市東山区上池田町の一部 

京都府京都市東山区上梅屋町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市東山区上棟梁町の一部 

京都府京都市東山区上弁天町 

京都府京都市東山区上堀詰町 

京都府京都市東山区上柳町 

京都府京都市東山区亀井町 

京都府京都市東山区唐戸鼻町 

京都府京都市東山区川端町 

京都府京都市東山区北木之元町 

京都府京都市東山区北御門町 

京都府京都市東山区北棟梁町 

京都府京都市東山区清井町の一部 

京都府京都市東山区教業町 

京都府京都市東山区清水１丁目の一部 

京都府京都市東山区清水３丁目の一部 

京都府京都市東山区清水５丁目の一部 

京都府京都市東山区金園町 

京都府京都市東山区祇園町北側 

京都府京都市東山区祇園町南側 

京都府京都市東山区興善町 

京都府京都市東山区小松町 

京都府京都市東山区五軒町 

京都府京都市東山区五条橋東２丁目 

京都府京都市東山区五条橋東３丁目 

京都府京都市東山区五条橋東４丁目 

京都府京都市東山区五条橋東５丁目 

京都府京都市東山区五条橋東６丁目の一部 

京都府京都市東山区西海子町 

京都府京都市東山区鞘町１丁目 

京都府京都市東山区三十三間堂廻りの一部 

京都府京都市東山区三町目 

京都府京都市東山区七軒町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市東山区下新シ町 

京都府京都市東山区下梅屋町の一部 

京都府京都市東山区下河原町の一部 

京都府京都市東山区下棟梁町 

京都府京都市東山区下弁天町 

京都府京都市東山区下堀詰町 

京都府京都市東山区下柳町 

京都府京都市東山区上人町 

京都府京都市東山区正面町 

京都府京都市東山区白糸町の一部 

京都府京都市東山区新五軒町 

京都府京都市東山区進之町 

京都府京都市東山区定法寺町 

京都府京都市東山区朱雀町 

京都府京都市東山区清閑寺池田町の一部 

京都府京都市東山区清閑寺清水上山町の一部 

京都府京都市東山区清閑寺山ノ内町の一部 

京都府京都市東山区清閑寺霊山町の一部 

京都府京都市東山区石泉院町 

京都府京都市東山区泉涌寺山内町の一部 

京都府京都市東山区高畑町 

京都府京都市東山区竹村町の一部 

京都府京都市東山区巽町の一部 

京都府京都市東山区辰巳町の一部 

京都府京都市東山区田中町 

京都府京都市東山区谷川町の一部 

京都府京都市東山区玉水町の一部 

京都府京都市東山区多門町 

京都府京都市東山区大黒町の一部 

京都府京都市東山区茶屋町の一部 

京都府京都市東山区月見町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市東山区堤町 

京都府京都市東山区常盤町の一部 

京都府京都市東山区富永町の一部 

京都府京都市東山区豊浦町 

京都府京都市東山区土居之内町 

京都府京都市東山区中之町 

京都府京都市東山区長光町 

京都府京都市東山区西川原町 

京都府京都市東山区西小物座町 

京都府京都市東山区西御門町 

京都府京都市東山区西橘町 

京都府京都市東山区西棟梁町 

京都府京都市東山区西之門町 

京都府京都市東山区西町 

京都府京都市東山区廿一軒町 

京都府京都市東山区二町目 

京都府京都市東山区塗師屋町 

京都府京都市東山区博多町 

京都府京都市東山区八軒町 

京都府京都市東山区東姉小路町 

京都府京都市東山区東川原町 

京都府京都市東山区東橘町 

京都府京都市東山区東町 

京都府京都市東山区東橋詰町 

京都府京都市東山区東分木町 

京都府京都市東山区日吉町 

京都府京都市東山区毘沙門町 

京都府京都市東山区福稲柿本町の一部 

京都府京都市東山区福稲岸ノ上町の一部 

京都府京都市東山区福稲御所ノ内町の一部 

京都府京都市東山区袋町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市東山区古川町 

京都府京都市東山区古西町の一部 

京都府京都市東山区分木町 

京都府京都市東山区弁財天町 

京都府京都市東山区北斗町 

京都府京都市東山区星野町の一部 

京都府京都市東山区堀池町 

京都府京都市東山区本池田町の一部 

京都府京都市東山区本町１丁目 

京都府京都市東山区本町１１丁目の一部 

京都府京都市東山区本町２丁目 

京都府京都市東山区本町３丁目 

京都府京都市東山区本町４丁目 

京都府京都市東山区本町５丁目 

京都府京都市東山区本町６丁目 

京都府京都市東山区本町７丁目の一部 

京都府京都市東山区本町９丁目の一部 

京都府京都市東山区本町新５丁目 

京都府京都市東山区本町新６丁目 

京都府京都市東山区桝屋町 

京都府京都市東山区松原町 

京都府京都市東山区円山町の一部 

京都府京都市東山区三盛町 

京都府京都市東山区南木之元町 

京都府京都市東山区南西海子町 

京都府京都市東山区南棟梁町の一部 

京都府京都市東山区南町 

京都府京都市東山区宮川筋１丁目 

京都府京都市東山区宮川筋２丁目 

京都府京都市東山区宮川筋３丁目 

京都府京都市東山区宮川筋４丁目 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市東山区宮川筋５丁目 

京都府京都市東山区宮川筋６丁目 

京都府京都市東山区宮川筋７丁目 

京都府京都市東山区宮川筋８丁目 

京都府京都市東山区三吉町の一部 

京都府京都市東山区元町の一部 

京都府京都市東山区森下町 

京都府京都市東山区薬師町 

京都府京都市東山区八坂上町 

京都府京都市東山区山崎町 

京都府京都市東山区山城町 

京都府京都市東山区山田町 

京都府京都市東山区大和大路１丁目 

京都府京都市東山区大和大路２丁目 

京都府京都市東山区大和町 

京都府京都市東山区遊行前町の一部 

京都府京都市東山区柚之木町 

京都府京都市東山区弓矢町 

京都府京都市東山区芳野町 

京都府京都市東山区林下町 

京都府京都市東山区轆轤町 

京都府京都市東山区六軒町 

京都府京都市東山区若竹町 

京都府京都市東山区若松町 

京都府京都市下京区悪王子町 

京都府京都市下京区芦刈山町の一部 

京都府京都市下京区新シ町 

京都府京都市下京区安土町の一部 

京都府京都市下京区油小路町の一部 

京都府京都市下京区飴屋町 

京都府京都市下京区綾大宮町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市下京区綾西洞院町の一部 

京都府京都市下京区綾堀川町 

京都府京都市下京区石井筒町 

京都府京都市下京区和泉町 

京都府京都市下京区和泉屋町 

京都府京都市下京区市之町 

京都府京都市下京区井筒町 

京都府京都市下京区因幡堂町 

京都府京都市下京区稲荷町の一部 

京都府京都市下京区乾町 

京都府京都市下京区岩滝町 

京都府京都市下京区植松町の一部 

京都府京都市下京区艮町 

京都府京都市下京区打越町 

京都府京都市下京区梅湊町 

京都府京都市下京区永養寺町 

京都府京都市下京区榎木町 

京都府京都市下京区蛭子町 

京都府京都市下京区恵美須之町の一部 

京都府京都市下京区夷之町 

京都府京都市下京区蛭子水町 

京都府京都市下京区扇酒屋町 

京都府京都市下京区大坂町 

京都府京都市下京区大堀町 

京都府京都市下京区大政所町の一部 

京都府京都市下京区大宮町 

京都府京都市下京区御旅町 

京都府京都市下京区御旅宮本町 

京都府京都市下京区小田原町の一部 

京都府京都市下京区皆山町 

京都府京都市下京区柿本町の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市下京区鍵屋町 

京都府京都市下京区郭巨山町 

京都府京都市下京区傘鉾町 

京都府京都市下京区風早町 

京都府京都市下京区柏屋町の一部 

京都府京都市下京区鍛冶屋町の一部 

京都府京都市下京区金屋町 

京都府京都市下京区上三之宮町 

京都府京都市下京区上珠数屋町 

京都府京都市下京区上錫屋町 

京都府京都市下京区上諏訪町 

京都府京都市下京区上二之宮町 

京都府京都市下京区上之町の一部 

京都府京都市下京区上平野町 

京都府京都市下京区上柳町 

京都府京都市下京区上若宮町 

京都府京都市下京区亀町 

京都府京都市下京区亀屋町の一部 

京都府京都市下京区烏丸２丁目 

京都府京都市下京区唐津屋町 

京都府京都市下京区唐物町 

京都府京都市下京区雁金町の一部 

京都府京都市下京区川端町 

京都府京都市下京区菅大臣町の一部 

京都府京都市下京区学林町 

京都府京都市下京区元日町 

京都府京都市下京区菊屋町 

京都府京都市下京区北小路町 

京都府京都市下京区北不動堂町の一部 

京都府京都市下京区北町 

京都府京都市下京区吉文字町の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市下京区京極町の一部 

京都府京都市下京区喜吉町 

京都府京都市下京区金東横町 

京都府京都市下京区小泉町の一部 

京都府京都市下京区小稲荷町 

京都府京都市下京区荒神町 

京都府京都市下京区幸竹町 

京都府京都市下京区高野堂町 

京都府京都市下京区粉川町 

京都府京都市下京区小島町 

京都府京都市下京区米屋町の一部 

京都府京都市下京区小柳町 

京都府京都市下京区紺屋町 

京都府京都市下京区郷之町 

京都府京都市下京区御供石町 

京都府京都市下京区五軒町 

京都府京都市下京区五条烏丸町 

京都府京都市下京区五坊大宮町 

京都府京都市下京区斎藤町 

京都府京都市下京区堺町の一部 

京都府京都市下京区栄町の一部 

京都府京都市下京区下り松町 

京都府京都市下京区桜木町 

京都府京都市下京区笹屋町 

京都府京都市下京区篠屋町の一部 

京都府京都市下京区佐竹町 

京都府京都市下京区佐女牛井町 

京都府京都市下京区晒屋町 

京都府京都市下京区三軒町の一部 

京都府京都市下京区山王町 

京都府京都市下京区材木町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市下京区塩竈町の一部 

京都府京都市下京区塩小路町 

京都府京都市下京区塩屋町の一部 

京都府京都市下京区四条大宮町 

京都府京都市下京区四条堀川町 

京都府京都市下京区四条町の一部 

京都府京都市下京区四本松町 

京都府京都市下京区清水町 

京都府京都市下京区志水町の一部 

京都府京都市下京区下三之宮町 

京都府京都市下京区下材木町 

京都府京都市下京区下諏訪町 

京都府京都市下京区下二之宮町 

京都府京都市下京区下之町 

京都府京都市下京区下平野町 

京都府京都市下京区下万寿寺町 

京都府京都市下京区下柳町 

京都府京都市下京区俊成町 

京都府京都市下京区聖真子町 

京都府京都市下京区卓屋町 

京都府京都市下京区新開町の一部 

京都府京都市下京区新釜座町 

京都府京都市下京区真町 

京都府京都市下京区新日吉町 

京都府京都市下京区神明町 

京都府京都市下京区十禅師町 

京都府京都市下京区珠数屋町 

京都府京都市下京区順風町 

京都府京都市下京区水銀屋町の一部 

京都府京都市下京区住吉町 

京都府京都市下京区瀬戸屋町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市下京区泉水町 

京都府京都市下京区船頭町 

京都府京都市下京区銭屋町 

京都府京都市下京区善長寺町の一部 

京都府京都市下京区太子山町 

京都府京都市下京区松明町 

京都府京都市下京区高雄町 

京都府京都市下京区高砂町 

京都府京都市下京区高材木町の一部 

京都府京都市下京区高槻町 

京都府京都市下京区高辻猪熊町の一部 

京都府京都市下京区高辻大宮町 

京都府京都市下京区高辻西洞院町 

京都府京都市下京区高辻堀川町 

京都府京都市下京区高辻町 

京都府京都市下京区高橋町 

京都府京都市下京区高宮町 

京都府京都市下京区竹屋町 

京都府京都市下京区竹屋之町 

京都府京都市下京区立売西町 

京都府京都市下京区橘町の一部 

京都府京都市下京区立中町 

京都府京都市下京区辰巳町 

京都府京都市下京区玉津島町 

京都府京都市下京区玉本町 

京都府京都市下京区玉屋町 

京都府京都市下京区溜池町 

京都府京都市下京区大黒町 

京都府京都市下京区醍醐町 

京都府京都市下京区大寿町 

京都府京都市下京区中堂寺薮ノ内町の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市下京区月鉾町の一部 

京都府京都市下京区月見町の一部 

京都府京都市下京区槌屋町の一部 

京都府京都市下京区筒金町 

京都府京都市下京区貞安前之町 

京都府京都市下京区天使突抜１丁目 

京都府京都市下京区天使突抜２丁目 

京都府京都市下京区天使突抜３丁目 

京都府京都市下京区天使突抜４丁目 

京都府京都市下京区天神町 

京都府京都市下京区天神前町 

京都府京都市下京区天王町 

京都府京都市下京区天満町 

京都府京都市下京区都市町 

京都府京都市下京区常葉町 

京都府京都市下京区木賊山町 

京都府京都市下京区徳万町の一部 

京都府京都市下京区徳屋町 

京都府京都市下京区富田町 

京都府京都市下京区富永町 

京都府京都市下京区富浜町 

京都府京都市下京区富松町 

京都府京都市下京区中居町 

京都府京都市下京区中金仏町 

京都府京都市下京区中之町の一部 

京都府京都市下京区中野之町 

京都府京都市下京区永倉町 

京都府京都市下京区長刀鉾町 

京都府京都市下京区納屋町の一部 

京都府京都市下京区奈良物町の一部 

京都府京都市下京区難波町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市下京区匂天神町 

京都府京都市下京区西油小路町 

京都府京都市下京区西魚屋町 

京都府京都市下京区西錺屋町の一部 

京都府京都市下京区西側町 

京都府京都市下京区西境町 

京都府京都市下京区西高辻町 

京都府京都市下京区西玉水町 

京都府京都市下京区西綾小路西半町 

京都府京都市下京区西綾小路東半町 

京都府京都市下京区西之町 

京都府京都市下京区西洞院町 

京都府京都市下京区西橋詰町 

京都府京都市下京区西前町 

京都府京都市下京区西松屋町 

京都府京都市下京区西若松町 

京都府京都市下京区廿人講町 

京都府京都市下京区二帖半敷町の一部 

京都府京都市下京区塗師屋町の一部 

京都府京都市下京区布屋町の一部 

京都府京都市下京区橋橘町 

京都府京都市下京区橋詰町 

京都府京都市下京区波止土濃町 

京都府京都市下京区橋本町 

京都府京都市下京区八王子町 

京都府京都市下京区八軒町 

京都府京都市下京区八条坊門町の一部 

京都府京都市下京区花園町の一部 

京都府京都市下京区花屋町 

京都府京都市下京区早尾町 

京都府京都市下京区繁昌町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市下京区坂東屋町 

京都府京都市下京区東魚屋町 

京都府京都市下京区東錺屋町 

京都府京都市下京区東側町 

京都府京都市下京区東境町 

京都府京都市下京区東塩小路高倉町 

京都府京都市下京区東塩小路向畑町 

京都府京都市下京区東塩小路町 

京都府京都市下京区東玉水町 

京都府京都市下京区東大工町の一部 

京都府京都市下京区東町 

京都府京都市下京区東之町 

京都府京都市下京区東松屋町 

京都府京都市下京区東若松町 

京都府京都市下京区菱屋町の一部 

京都府京都市下京区平居町 

京都府京都市下京区平岡町 

京都府京都市下京区平野町 

京都府京都市下京区平屋町 

京都府京都市下京区毘沙門町 

京都府京都市下京区深草町の一部 

京都府京都市下京区福島町 

京都府京都市下京区福本町 

京都府京都市下京区藤本寄町 

京都府京都市下京区船鉾町の一部 

京都府京都市下京区舟屋町 

京都府京都市下京区麓町 

京都府京都市下京区古御旅町の一部 

京都府京都市下京区仏具屋町 

京都府京都市下京区仏光寺西町 

京都府京都市下京区弁財天町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市下京区骨屋町 

京都府京都市下京区堀詰町 

京都府京都市下京区堀之内町 

京都府京都市下京区本覚寺前町の一部 

京都府京都市下京区本柳水町 

京都府京都市下京区坊門町の一部 

京都府京都市下京区卜味金仏町 

京都府京都市下京区真苧屋町 

京都府京都市下京区升屋町 

京都府京都市下京区松川町 

京都府京都市下京区松本町 

京都府京都市下京区松屋町 

京都府京都市下京区丸屋町 

京都府京都市下京区万寿寺町の一部 

京都府京都市下京区御影堂町 

京都府京都市下京区御影町 

京都府京都市下京区御影堂前町 

京都府京都市下京区御方紺屋町の一部 

京都府京都市下京区南京極町 

京都府京都市下京区南橋詰町 

京都府京都市下京区南不動堂町の一部 

京都府京都市下京区美濃屋町 

京都府京都市下京区妙伝寺町 

京都府京都市下京区妙満寺町 

京都府京都市下京区元悪王子町 

京都府京都市下京区本塩竈町の一部 

京都府京都市下京区元両替町 

京都府京都市下京区紅葉町 

京都府京都市下京区文覚町 

京都府京都市下京区八百屋町の一部 

京都府京都市下京区屋形町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市下京区薬師前町 

京都府京都市下京区矢田町 

京都府京都市下京区八ツ柳町 

京都府京都市下京区柳町 

京都府京都市下京区藪下町の一部 

京都府京都市下京区山川町 

京都府京都市下京区八幡町の一部 

京都府京都市下京区要法寺町 

京都府京都市下京区横諏訪町 

京都府京都市下京区吉水町 

京都府京都市下京区万屋町 

京都府京都市下京区若松町 

京都府京都市下京区若宮町 

京都府京都市下京区本願寺門前町の一部 

京都府京都市南区上鳥羽石橋町の一部 

京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花 

京都府京都市南区上鳥羽大溝の一部 

京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町の一部 

京都府京都市南区上鳥羽北花名町の一部 

京都府京都市南区上鳥羽町田 

京都府京都市南区上鳥羽塔ノ本 

京都府京都市南区上鳥羽中河原の一部 

京都府京都市南区上鳥羽火打形町の一部 

京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町 

京都府京都市南区上鳥羽南花名町の一部 

京都府京都市南区上鳥羽藁田 

京都府京都市南区境内町 

京都府京都市南区塩屋町の一部 

京都府京都市南区西九条猪熊町の一部 

京都府京都市南区西九条春日町の一部 

京都府京都市南区西九条小寺町の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市南区西九条蔵王町の一部 

京都府京都市南区西九条西蔵王町の一部 

京都府京都市南区西九条針小路町の一部 

京都府京都市南区西九条東島町の一部 

京都府京都市南区西九条藤ノ木町の一部 

京都府京都市南区東九条上御霊町の一部 

京都府京都市南区東九条烏丸町の一部 

京都府京都市南区東九条下殿田町の一部 

京都府京都市南区東九条中御霊町の一部 

京都府京都市南区東九条中殿田町の一部 

京都府京都市南区東九条西岩本町 

京都府京都市南区東九条西御霊町 

京都府京都市南区東九条西山町の一部 

京都府京都市南区東九条東岩本町の一部 

京都府京都市南区東九条東山王町の一部 

京都府京都市南区東九条南岩本町 

京都府京都市南区東九条南烏丸町 

京都府京都市南区東九条南山王町 

京都府京都市南区古御旅町 

京都府京都市伏見区竹田青池町 

京都府京都市伏見区竹田久保町の一部 

京都府京都市伏見区竹田段川原町 

京都府京都市伏見区竹田中島町 

京都府京都市伏見区竹田真幡木町の一部 

京都府京都市伏見区竹田向代町 

京都府京都市伏見区竹田向代町川町 

京都府京都市伏見区竹田流池町 

京都府京都市伏見区深草車阪町の一部 

京都府京都市伏見区深草笹山町の一部 

京都府京都市伏見区深草宝塔寺山町の一部 

京都府京都市伏見区深草向川原町の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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京都府京都市伏見区深草藪之内町の一部 

京都府京都市伏見区向島新上林の一部 

京都府京都市伏見区向島吹田河原町の一部 

京都府京都市伏見区向島鷹場町の一部 

京都府京都市伏見区向島東泉寺町 

京都府京都市伏見区向島二ノ丸町の一部 

京都府京都市伏見区向島東定請の一部 

京都府京都市伏見区向島藤ノ木町 

京都府京都市伏見区向島丸町の一部 

京都府京都市伏見区向島四ツ谷池の一部 

京都府京都市伏見区桃山与五郎町の一部 

京都府京都市伏見区桃山町伊賀の一部 

京都府京都市伏見区桃山町板倉周防の一部 

京都府京都市伏見区桃山町泰長老の一部 

京都府京都市伏見区桃山町本多上野の一部 

京都府京都市伏見区桃山町三河の一部 

京都府京都市伏見区桃山南大島町の一部 

京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町の一部 

京都府京都市伏見区竹田西段川原町 

大阪府大阪市都島区網島町 

大阪府大阪市都島区片町 

大阪府大阪市都島区毛馬町の一部 

大阪府大阪市都島区善源寺町の一部 

大阪府大阪市都島区大東町の一部 

大阪府大阪市都島区中野町の一部 

大阪府大阪市都島区東野田町 

大阪府大阪市都島区都島中通の一部 

大阪府大阪市都島区都島本通の一部 

大阪府大阪市都島区都島南通 

大阪府大阪市福島区大開の一部 

大阪府大阪市福島区玉川の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府大阪市福島区野田 

大阪府大阪市福島区吉野の一部 

大阪府大阪市此花区朝日の一部 

大阪府大阪市此花区梅町 

大阪府大阪市此花区春日出北 

大阪府大阪市此花区春日出中 

大阪府大阪市此花区春日出南 

大阪府大阪市此花区桜島の一部 

大阪府大阪市此花区島屋の一部 

大阪府大阪市此花区高見の一部 

大阪府大阪市此花区伝法の一部 

大阪府大阪市此花区酉島の一部 

大阪府大阪市此花区西九条 

大阪府大阪市此花区梅香の一部 

大阪府大阪市此花区北港の一部 

大阪府大阪市此花区北港白津の一部 

大阪府大阪市西区安治川の一部 

大阪府大阪市西区阿波座の一部 

大阪府大阪市西区立売堀の一部 

大阪府大阪市西区靱本町 

大阪府大阪市西区江戸堀 

大阪府大阪市西区江之子島 

大阪府大阪市西区川口 

大阪府大阪市西区北堀江 

大阪府大阪市西区京町堀 

大阪府大阪市西区九条 

大阪府大阪市西区九条南の一部 

大阪府大阪市西区境川の一部 

大阪府大阪市西区新町 

大阪府大阪市西区千代崎 

大阪府大阪市西区土佐堀 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府大阪市西区西本町の一部 

大阪府大阪市西区本田 

大阪府大阪市西区南堀江 

大阪府大阪市港区石田の一部 

大阪府大阪市港区磯路 

大阪府大阪市港区市岡元町の一部 

大阪府大阪市港区海岸通の一部 

大阪府大阪市港区港晴の一部 

大阪府大阪市港区田中の一部 

大阪府大阪市港区築港 

大阪府大阪市港区波除の一部 

大阪府大阪市港区弁天の一部 

大阪府大阪市港区南市岡 

大阪府大阪市大正区泉尾の一部 

大阪府大阪市大正区三軒家西 

大阪府大阪市大正区三軒家東 

大阪府大阪市天王寺区味原町 

大阪府大阪市天王寺区味原本町の一部 

大阪府大阪市天王寺区生玉寺町 

大阪府大阪市天王寺区生玉前町の一部 

大阪府大阪市天王寺区生玉町の一部 

大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町 

大阪府大阪市天王寺区上汐の一部 

大阪府大阪市天王寺区上本町の一部 

大阪府大阪市天王寺区逢阪 

大阪府大阪市天王寺区小橋町の一部 

大阪府大阪市天王寺区勝山 

大阪府大阪市天王寺区空清町の一部 

大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻 

大阪府大阪市天王寺区北河堀町 

大阪府大阪市天王寺区北山町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府大阪市天王寺区国分町 

大阪府大阪市天王寺区小宮町の一部 

大阪府大阪市天王寺区細工谷 

大阪府大阪市天王寺区真田山町の一部 

大阪府大阪市天王寺区四天王寺 

大阪府大阪市天王寺区清水谷町の一部 

大阪府大阪市天王寺区下味原町 

大阪府大阪市天王寺区下寺町 

大阪府大阪市天王寺区真法院町 

大阪府大阪市天王寺区城南寺町 

大阪府大阪市天王寺区玉造本町の一部 

大阪府大阪市天王寺区玉造元町 

大阪府大阪市天王寺区大道 

大阪府大阪市天王寺区茶臼山町の一部 

大阪府大阪市天王寺区寺田町 

大阪府大阪市天王寺区東上町 

大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝 

大阪府大阪市天王寺区東高津町 

大阪府大阪市天王寺区悲田院町 

大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町 

大阪府大阪市天王寺区舟橋町 

大阪府大阪市天王寺区堀越町 

大阪府大阪市天王寺区松ケ鼻町 

大阪府大阪市天王寺区南河堀町 

大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町 

大阪府大阪市天王寺区伶人町 

大阪府大阪市天王寺区六万体町 

大阪府大阪市浪速区芦原の一部 

大阪府大阪市浪速区稲荷 

大阪府大阪市浪速区恵美須西 

大阪府大阪市浪速区恵美須東の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府大阪市浪速区戎本町 

大阪府大阪市浪速区木津川 

大阪府大阪市浪速区久保吉の一部 

大阪府大阪市浪速区幸町 

大阪府大阪市浪速区桜川 

大阪府大阪市浪速区塩草 

大阪府大阪市浪速区敷津西 

大阪府大阪市浪速区敷津東 

大阪府大阪市浪速区下寺 

大阪府大阪市浪速区大国 

大阪府大阪市浪速区浪速西 

大阪府大阪市浪速区浪速東 

大阪府大阪市浪速区難波中 

大阪府大阪市浪速区日本橋の一部 

大阪府大阪市浪速区日本橋西 

大阪府大阪市浪速区日本橋東の一部 

大阪府大阪市浪速区湊町 

大阪府大阪市浪速区元町 

大阪府大阪市西淀川区西島の一部 

大阪府大阪市西淀川区百島の一部 

大阪府大阪市西淀川区福町の一部 

大阪府大阪市東淀川区柴島の一部 

大阪府大阪市東淀川区西淡路の一部 

大阪府大阪市東淀川区東中島の一部 

大阪府大阪市東成区大今里西の一部 

大阪府大阪市東成区玉津 

大阪府大阪市東成区中道 

大阪府大阪市東成区中本の一部 

大阪府大阪市東成区東小橋 

大阪府大阪市生野区生野西の一部 

大阪府大阪市生野区勝山北 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府大阪市生野区勝山南の一部 

大阪府大阪市生野区巽南の一部 

大阪府大阪市生野区鶴橋の一部 

大阪府大阪市生野区中川の一部 

大阪府大阪市生野区中川西 

大阪府大阪市生野区林寺の一部 

大阪府大阪市生野区桃谷 

大阪府大阪市旭区赤川の一部 

大阪府大阪市旭区生江の一部 

大阪府大阪市城東区蒲生の一部 

大阪府大阪市城東区新喜多 

大阪府大阪市城東区鴫野西の一部 

大阪府大阪市城東区中央の一部 

大阪府大阪市城東区中浜の一部 

大阪府大阪市城東区野江の一部 

大阪府大阪市城東区森之宮 

大阪府大阪市阿倍野区相生通 

大阪府大阪市阿倍野区旭町の一部 

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町 

大阪府大阪市阿倍野区王子町の一部 

大阪府大阪市阿倍野区北畠の一部 

大阪府大阪市阿倍野区共立通 

大阪府大阪市阿倍野区昭和町の一部 

大阪府大阪市阿倍野区晴明通 

大阪府大阪市阿倍野区帝塚山の一部 

大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北の一部 

大阪府大阪市阿倍野区橋本町 

大阪府大阪市阿倍野区文の里の一部 

大阪府大阪市阿倍野区松崎町 

大阪府大阪市阿倍野区松虫通 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府大阪市阿倍野区丸山通 

大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町の一部 

大阪府大阪市住吉区帝塚山中の一部 

大阪府大阪市住吉区長居の一部 

大阪府大阪市住吉区長居西の一部 

大阪府大阪市住吉区長居東の一部 

大阪府大阪市東住吉区今林の一部 

大阪府大阪市東住吉区桑津の一部 

大阪府大阪市東住吉区長居公園の一部 

大阪府大阪市西成区旭 

大阪府大阪市西成区岸里 

大阪府大阪市西成区岸里東 

大阪府大阪市西成区北津守の一部 

大阪府大阪市西成区北開 

大阪府大阪市西成区山王の一部 

大阪府大阪市西成区潮路 

大阪府大阪市西成区聖天下 

大阪府大阪市西成区千本北の一部 

大阪府大阪市西成区千本中の一部 

大阪府大阪市西成区千本南の一部 

大阪府大阪市西成区太子の一部 

大阪府大阪市西成区橘の一部 

大阪府大阪市西成区玉出中の一部 

大阪府大阪市西成区玉出東 

大阪府大阪市西成区津守の一部 

大阪府大阪市西成区鶴見橋 

大阪府大阪市西成区天下茶屋 

大阪府大阪市西成区天下茶屋北 

大阪府大阪市西成区天下茶屋東 

大阪府大阪市西成区天神ノ森 

大阪府大阪市西成区出城 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府大阪市西成区中開 

大阪府大阪市西成区長橋 

大阪府大阪市西成区萩之茶屋 

大阪府大阪市西成区花園北 

大阪府大阪市西成区花園南 

大阪府大阪市西成区梅南の一部 

大阪府大阪市西成区松の一部 

大阪府大阪市西成区南開 

大阪府大阪市淀川区木川東の一部 

大阪府大阪市淀川区新北野の一部 

大阪府大阪市淀川区十三東の一部 

大阪府大阪市淀川区十三本町の一部 

大阪府大阪市淀川区西中島 

大阪府大阪市淀川区東三国の一部 

大阪府大阪市淀川区宮原の一部 

大阪府大阪市住之江区南港北の一部 

大阪府大阪市住之江区南港東の一部 

大阪府大阪市平野区加美北の一部 

大阪府大阪市平野区加美西の一部 

大阪府大阪市平野区西脇の一部 

大阪府大阪市平野区平野上町 

大阪府大阪市平野区平野北の一部 

大阪府大阪市平野区平野馬場の一部 

大阪府大阪市平野区平野東の一部 

大阪府大阪市平野区平野本町 

大阪府大阪市平野区平野宮町の一部 

大阪府大阪市平野区平野元町の一部 

大阪府大阪市北区池田町の一部 

大阪府大阪市北区浮田 

大阪府大阪市北区梅田の一部 

大阪府大阪市北区扇町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府大阪市北区大深町の一部 

大阪府大阪市北区角田町の一部 

大阪府大阪市北区神山町 

大阪府大阪市北区菅栄町の一部 

大阪府大阪市北区黒崎町 

大阪府大阪市北区紅梅町の一部 

大阪府大阪市北区小松原町 

大阪府大阪市北区芝田の一部 

大阪府大阪市北区末広町 

大阪府大阪市北区菅原町 

大阪府大阪市北区曾根崎 

大阪府大阪市北区曾根崎新地の一部 

大阪府大阪市北区太融寺町 

大阪府大阪市北区茶屋町 

大阪府大阪市北区鶴野町 

大阪府大阪市北区天神西町 

大阪府大阪市北区天神橋 

大阪府大阪市北区天満 

大阪府大阪市北区天満橋 

大阪府大阪市北区兎我野町 

大阪府大阪市北区同心の一部 

大阪府大阪市北区堂島の一部 

大阪府大阪市北区堂島浜の一部 

大阪府大阪市北区堂山町 

大阪府大阪市北区中崎 

大阪府大阪市北区中崎西 

大阪府大阪市北区中之島 

大阪府大阪市北区浪花町 

大阪府大阪市北区錦町 

大阪府大阪市北区西天満 

大阪府大阪市北区野崎町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 

46 

大阪府大阪市北区万歳町 

大阪府大阪市北区東天満 

大阪府大阪市北区樋之口町の一部 

大阪府大阪市北区松ケ枝町の一部 

大阪府大阪市北区南扇町 

大阪府大阪市北区南森町 

大阪府大阪市北区山崎町 

大阪府大阪市北区与力町の一部 

大阪府大阪市北区国分寺の一部 

大阪府大阪市北区豊崎の一部 

大阪府大阪市北区長柄中の一部 

大阪府大阪市北区長柄西の一部 

大阪府大阪市北区長柄東の一部 

大阪府大阪市北区本庄西の一部 

大阪府大阪市北区本庄東の一部 

大阪府大阪市中央区安土町 

大阪府大阪市中央区淡路町 

大阪府大阪市中央区和泉町 

大阪府大阪市中央区糸屋町 

大阪府大阪市中央区今橋 

大阪府大阪市中央区上町の一部 

大阪府大阪市中央区内淡路町 

大阪府大阪市中央区内久宝寺町 

大阪府大阪市中央区内平野町 

大阪府大阪市中央区内本町 

大阪府大阪市中央区大阪城 

大阪府大阪市中央区大手通 

大阪府大阪市中央区大手前 

大阪府大阪市中央区瓦町 

大阪府大阪市中央区神崎町 

大阪府大阪市中央区北久宝寺町 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府大阪市中央区北新町 

大阪府大阪市中央区北浜 

大阪府大阪市中央区北浜東 

大阪府大阪市中央区久太郎町 

大阪府大阪市中央区高麗橋 

大阪府大阪市中央区粉川町 

大阪府大阪市中央区石町 

大阪府大阪市中央区材木町 

大阪府大阪市中央区島町 

大阪府大阪市中央区十二軒町 

大阪府大阪市中央区城見 

大阪府大阪市中央区船場中央 

大阪府大阪市中央区谷町の一部 

大阪府大阪市中央区玉造の一部 

大阪府大阪市中央区釣鐘町 

大阪府大阪市中央区天満橋京町 

大阪府大阪市中央区常盤町の一部 

大阪府大阪市中央区徳井町 

大阪府大阪市中央区道修町 

大阪府大阪市中央区農人橋 

大阪府大阪市中央区博労町 

大阪府大阪市中央区馬場町 

大阪府大阪市中央区東高麗橋 

大阪府大阪市中央区平野町 

大阪府大阪市中央区備後町の一部 

大阪府大阪市中央区伏見町 

大阪府大阪市中央区船越町 

大阪府大阪市中央区法円坂 

大阪府大阪市中央区本町の一部 

大阪府大阪市中央区本町橋 

大阪府大阪市中央区松屋町住吉 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府大阪市中央区南久宝寺町 

大阪府大阪市中央区南新町 

大阪府大阪市中央区南本町 

大阪府大阪市中央区森ノ宮中央 

大阪府大阪市中央区鎗屋町 

大阪府大阪市中央区龍造寺町 

大阪府大阪市中央区安堂寺町 

大阪府大阪市中央区上汐 

大阪府大阪市中央区上本町西 

大阪府大阪市中央区瓦屋町 

大阪府大阪市中央区高津 

大阪府大阪市中央区島之内の一部 

大阪府大阪市中央区心斎橋筋 

大阪府大阪市中央区千日前 

大阪府大阪市中央区宗右衛門町 

大阪府大阪市中央区道頓堀 

大阪府大阪市中央区東平 

大阪府大阪市中央区中寺 

大阪府大阪市中央区難波 

大阪府大阪市中央区難波千日前 

大阪府大阪市中央区西心斎橋 

大阪府大阪市中央区日本橋 

大阪府大阪市中央区東心斎橋の一部 

大阪府大阪市中央区松屋町 

大阪府大阪市中央区南船場 

大阪府堺市堺区市之町東の一部 

大阪府堺市堺区熊野町東の一部 

大阪府堺市堺区車之町東の一部 

大阪府堺市堺区材木町東の一部 

大阪府堺市堺区五月町 

大阪府堺市堺区新町の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府堺市堺区中瓦町の一部 

大阪府堺市堺区西永山園 

大阪府堺市堺区南瓦町の一部 

大阪府吹田市青葉丘南の一部 

大阪府高槻市芥川町の一部 

大阪府高槻市安満磐手町 

大阪府高槻市安満新町 

大阪府高槻市安満中の町の一部 

大阪府高槻市安満西の町の一部 

大阪府高槻市安満東の町の一部 

大阪府高槻市大手町の一部 

大阪府高槻市北園町 

大阪府高槻市京口町の一部 

大阪府高槻市古曽部町の一部 

大阪府高槻市紺屋町の一部 

大阪府高槻市城内町の一部 

大阪府高槻市城北町 

大阪府高槻市高垣町の一部 

大阪府高槻市高槻町 

大阪府高槻市大学町 

大阪府高槻市千代田町の一部 

大阪府高槻市天神町 

大阪府高槻市野見町の一部 

大阪府高槻市白梅町 

大阪府高槻市八丁畷町 

大阪府高槻市八丁西町 

大阪府高槻市別所新町 

大阪府高槻市別所中の町 

大阪府高槻市松原町 

大阪府高槻市山手町の一部 

大阪府茨木市宇野辺の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府茨木市下穂積の一部 

大阪府茨木市西駅前町の一部 

大阪府茨木市穂積台の一部 

大阪府茨木市松ケ本町の一部 

大阪府大東市赤井の一部 

大阪府大東市栄和町 

大阪府大東市扇町 

大阪府大東市大野 

大阪府大東市川中新町 

大阪府大東市御供田の一部 

大阪府大東市幸町の一部 

大阪府大東市三洋町の一部 

大阪府大東市新町 

大阪府大東市末広町 

大阪府大東市住道 

大阪府大東市浜町 

大阪府大東市三住町 

大阪府門真市石原町の一部 

大阪府門真市泉町の一部 

大阪府門真市大倉町の一部 

大阪府門真市垣内町 

大阪府門真市幸福町 

大阪府門真市寿町の一部 

大阪府門真市新橋町の一部 

大阪府門真市末広町 

大阪府門真市中町 

大阪府門真市浜町の一部 

大阪府門真市速見町 

大阪府門真市深田町の一部 

大阪府門真市古川町の一部 

大阪府門真市松生町の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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大阪府門真市松葉町 

大阪府門真市御堂町の一部 

大阪府門真市柳町 

大阪府門真市一番町の一部 

大阪府門真市柳田町の一部 

大阪府門真市打越町の一部 

大阪府東大阪市加納の一部 

大阪府東大阪市上小阪の一部 

大阪府東大阪市小阪 

大阪府東大阪市小阪本町の一部 

大阪府東大阪市下小阪 

大阪府東大阪市中小阪 

大阪府東大阪市宝持 

大阪府東大阪市御厨の一部 

大阪府東大阪市御厨栄町の一部 

大阪府東大阪市御厨中 

大阪府東大阪市御厨東の一部 

大阪府東大阪市御厨南 

大阪府東大阪市若江北町の一部 

大阪府東大阪市若江西新町の一部 

兵庫県神戸市東灘区岡本 

兵庫県神戸市東灘区向洋町西の一部 

兵庫県神戸市東灘区田中町の一部 

兵庫県神戸市東灘区西岡本の一部 

兵庫県神戸市東灘区本山北町の一部 

兵庫県神戸市東灘区本山町北畑の一部 

兵庫県神戸市東灘区本山中町の一部 

兵庫県神戸市灘区青谷町 

兵庫県神戸市灘区赤坂通 

兵庫県神戸市灘区天城通 

兵庫県神戸市灘区泉通の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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兵庫県神戸市灘区岩屋北町 

兵庫県神戸市灘区岩屋中町の一部 

兵庫県神戸市灘区岩屋南町の一部 

兵庫県神戸市灘区上野の一部 

兵庫県神戸市灘区上野通 

兵庫県神戸市灘区王子町 

兵庫県神戸市灘区大内通の一部 

兵庫県神戸市灘区上河原通 

兵庫県神戸市灘区神ノ木通 

兵庫県神戸市灘区神前町の一部 

兵庫県神戸市灘区岸地通の一部 

兵庫県神戸市灘区国玉通 

兵庫県神戸市灘区五毛の一部 

兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通の一部 

兵庫県神戸市灘区篠原中町の一部 

兵庫県神戸市灘区篠原南町 

兵庫県神戸市灘区下河原通の一部 

兵庫県神戸市灘区将軍通 

兵庫県神戸市灘区城内通 

兵庫県神戸市灘区城の下通 

兵庫県神戸市灘区水道筋の一部 

兵庫県神戸市灘区千旦通の一部 

兵庫県神戸市灘区中原通 

兵庫県神戸市灘区灘北通 

兵庫県神戸市灘区灘浜町の一部 

兵庫県神戸市灘区灘南通の一部 

兵庫県神戸市灘区畑原の一部 

兵庫県神戸市灘区畑原通 

兵庫県神戸市灘区原田通 

兵庫県神戸市灘区稗原町の一部 

兵庫県神戸市灘区福住通 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭の一部 

兵庫県神戸市灘区箕岡通の一部 

兵庫県神戸市灘区薬師通の一部 

兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通の一部 

兵庫県神戸市兵庫区荒田町の一部 

兵庫県神戸市兵庫区梅元町の一部 

兵庫県神戸市兵庫区永沢町の一部 

兵庫県神戸市兵庫区北山町の一部 

兵庫県神戸市兵庫区楠谷町の一部 

兵庫県神戸市兵庫区小山町の一部 

兵庫県神戸市兵庫区清水町の一部 

兵庫県神戸市兵庫区新開地 

兵庫県神戸市兵庫区大開通の一部 

兵庫県神戸市兵庫区千鳥町の一部 

兵庫県神戸市兵庫区西上橘通 

兵庫県神戸市兵庫区西橘通 

兵庫県神戸市兵庫区西多聞通 

兵庫県神戸市兵庫区西出町の一部 

兵庫県神戸市兵庫区馬場町の一部 

兵庫県神戸市兵庫区氷室町の一部 

兵庫県神戸市兵庫区福原町 

兵庫県神戸市兵庫区水木通の一部 

兵庫県神戸市兵庫区湊町の一部 

兵庫県神戸市長田区腕塚町の一部 

兵庫県神戸市長田区大谷町 

兵庫県神戸市長田区大橋町の一部 

兵庫県神戸市長田区大道通 

兵庫県神戸市長田区御屋敷通 

兵庫県神戸市長田区海運町 

兵庫県神戸市長田区北町の一部 

兵庫県神戸市長田区駒ケ林南町の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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兵庫県神戸市長田区五位ノ池町 

兵庫県神戸市長田区庄山町の一部 

兵庫県神戸市長田区高取山町の一部 

兵庫県神戸市長田区戸崎通 

兵庫県神戸市長田区長尾町の一部 

兵庫県神戸市長田区長楽町の一部 

兵庫県神戸市長田区西代通 

兵庫県神戸市長田区野田町の一部 

兵庫県神戸市長田区蓮池町 

兵庫県神戸市長田区蓮宮通の一部 

兵庫県神戸市長田区日吉町 

兵庫県神戸市長田区本庄町の一部 

兵庫県神戸市長田区松野通の一部 

兵庫県神戸市長田区水笠通の一部 

兵庫県神戸市長田区御船通 

兵庫県神戸市長田区山下町 

兵庫県神戸市長田区若松町の一部 

兵庫県神戸市須磨区大池町の一部 

兵庫県神戸市須磨区大田町の一部 

兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町の一部 

兵庫県神戸市須磨区千歳町 

兵庫県神戸市須磨区寺田町 

兵庫県神戸市須磨区常盤町 

兵庫県神戸市中央区の一部 

兵庫県神戸市中央区相生町 

兵庫県神戸市中央区明石町 

兵庫県神戸市中央区旭通 

兵庫県神戸市中央区生田町 

兵庫県神戸市中央区磯上通の一部 

兵庫県神戸市中央区磯辺通の一部 

兵庫県神戸市中央区小野柄通の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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兵庫県神戸市中央区海岸通の一部 

兵庫県神戸市中央区籠池通 

兵庫県神戸市中央区加納町の一部 

兵庫県神戸市中央区上筒井通の一部 

兵庫県神戸市中央区神若通の一部 

兵庫県神戸市中央区北長狭通 

兵庫県神戸市中央区北野町の一部 

兵庫県神戸市中央区北本町通の一部 

兵庫県神戸市中央区京町の一部 

兵庫県神戸市中央区楠町 

兵庫県神戸市中央区国香通の一部 

兵庫県神戸市中央区雲井通 

兵庫県神戸市中央区熊内町 

兵庫県神戸市中央区熊内橋通の一部 

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町 

兵庫県神戸市中央区古湊通 

兵庫県神戸市中央区御幸通の一部 

兵庫県神戸市中央区栄町通 

兵庫県神戸市中央区坂口通の一部 

兵庫県神戸市中央区三宮町 

兵庫県神戸市中央区東雲通の一部 

兵庫県神戸市中央区下山手通 

兵庫県神戸市中央区新港町の一部 

兵庫県神戸市中央区神仙寺通の一部 

兵庫県神戸市中央区諏訪山町 

兵庫県神戸市中央区橘通 

兵庫県神戸市中央区多聞通 

兵庫県神戸市中央区大日通の一部 

兵庫県神戸市中央区筒井町の一部 

兵庫県神戸市中央区中尾町の一部 

兵庫県神戸市中央区中島通の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 
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兵庫県神戸市中央区中町通 

兵庫県神戸市中央区中山手通の一部 

兵庫県神戸市中央区浪花町 

兵庫県神戸市中央区西町 

兵庫県神戸市中央区二宮町 

兵庫県神戸市中央区布引町 

兵庫県神戸市中央区野崎通の一部 

兵庫県神戸市中央区旗塚通の一部 

兵庫県神戸市中央区八幡通 

兵庫県神戸市中央区波止場町の一部 

兵庫県神戸市中央区花隈町 

兵庫県神戸市中央区浜辺通の一部 

兵庫県神戸市中央区播磨町 

兵庫県神戸市中央区東川崎町の一部 

兵庫県神戸市中央区再度筋町の一部 

兵庫県神戸市中央区弁天町 

兵庫県神戸市中央区真砂通の一部 

兵庫県神戸市中央区港島の一部 

兵庫県神戸市中央区港島中町の一部 

兵庫県神戸市中央区南本町通の一部 

兵庫県神戸市中央区宮本通の一部 

兵庫県神戸市中央区元町高架通 

兵庫県神戸市中央区元町通 

兵庫県神戸市中央区山本通の一部 

兵庫県神戸市中央区若菜通の一部 

兵庫県神戸市中央区脇浜町の一部 

兵庫県神戸市中央区割塚通 

兵庫県尼崎市稲葉荘の一部 

兵庫県尼崎市水明町の一部 

兵庫県尼崎市菜切山町の一部 

兵庫県尼崎市丸島町の一部 



下り最大 1.6Gbps対応エリア                                      

※2022年 3月時点。 
※対応エリアは計算上の数値判定に基づき作成しているため、実際の電波状況と異なる場合があります。 
※対応エリア内であっても、トンネル、地下、建物の中、山間部などの電波の弱い場所や境界付近では、ご利用になれない場合があります。 
※最大通信速度は実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式に基づくネットワーク設定を考慮した技術規格上の速度のため、回線の
混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合があります。 
※お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される
場合があります。 
※SoftBank 5G エリア内であっても電波環境により SoftBank 4G、SoftBank 4G LTE または SoftBank 3Gでの通信となる場合があります。 
※5G サービスにおいては開始当初と比べ今後の利用者の増加等に伴い実際の通信速度が低下することが予想されます。 

57 

兵庫県尼崎市武庫川町の一部 

兵庫県尼崎市元浜町の一部 

兵庫県尼崎市大島の一部 

兵庫県尼崎市大庄西町の一部 

兵庫県西宮市池開町 

兵庫県西宮市笠屋町の一部 

兵庫県西宮市苦楽園六番町の一部 

兵庫県西宮市小曽根町の一部 

兵庫県西宮市小松北町の一部 

兵庫県西宮市小松西町 

兵庫県西宮市小松東町 

兵庫県西宮市小松南町 

兵庫県西宮市小松町 

兵庫県西宮市里中町の一部 

兵庫県西宮市角石町の一部 

兵庫県西宮市戸崎町の一部 

兵庫県西宮市東鳴尾町の一部 

兵庫県西宮市武庫川町 

兵庫県西宮市甲子園浜の一部 

兵庫県芦屋市打出小槌町の一部 

兵庫県芦屋市楠町の一部 

兵庫県芦屋市剣谷の一部 

兵庫県芦屋市東山町の一部 

兵庫県芦屋市春日町の一部 

 


