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北海道 函館市、北斗市、亀田郡七飯町 （株）ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱ　函館ｾﾝﾀｰ http://www.ncv.ne.jp/ 0138-34-2525

北海道 旭川市、上川郡鷹栖町・当麻町・比布町・愛別町・東 旭川ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.potato.ne.jp/ 0166-22-0707

北海道 帯広市 （株）帯広ｼﾃｨｰｹｰﾌﾞﾙ http://www.octv.jp/ 0120-16-6511

北海道 釧路市 （株）時事ﾀｲﾑｽ放送社 釧路営業所 http://www.jijitimes.co.jp/ 0154-23-8886

北海道 苫小牧市 苫小牧ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ http://www.tomakomai.ne.jp/index2.html0144-73-1901

青森県 八戸市・南部町の一部 （株）八戸ﾃﾚﾋﾞ放送 http://web.htv-net.ne.jp/ 0178-24-1111

岩手県 花巻市 花巻ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ http://www.hanamaki.ne.jp/ 0198-26-1333

宮城県 仙台市青葉区・若林区・太白区、名取市の一部 仙台CATV（株） http://www.cat-v.ne.jp 0120-340-449

宮城県 大崎市 大崎ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ http://www.oosaki.ne.jp/ 0229-22-6556

宮城県 塩釜市・多賀城市・七ヶ浜町の一部・利府町の一部・松

島町の一部・大郷町の一部

宮城ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.c-marinet.ne.jp
0120-077-120

秋田県 秋田市・潟上市（一部） ・山本郡三種町（一部）・

南秋田郡五城目町（一部）

（株）秋田ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ http://www.cna.ne.jp/
0120-344-037

秋田県 大館市 大館ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ http://www.odate.ne.jp/ 0186-44-6020

秋田県 由利本荘市大内地域 由利本荘市 http://www.ont.ne.jp/ 0184-65-3722

山形県 山形市・天童市・上山市・寒河江市・河北町・中山町・

山辺町

（株）ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨﾒﾃﾞｨｱ http://www.diversitymedia.jp/
0236-24-5000

山形県 米沢市・南陽市・高畠町･川西町 （株）ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱ http://www.y.ncv.co.jp/ 0238-24-2525

福島県 福島市 （株）ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱ　福島ｾﾝﾀｰ https://www.f.ncv.co.jp/ 0120-173-577

茨城県 古河市・埼玉県久喜市南栗橋 古河ケーブルテレビ株式会社 http://rcctv.jp/ 0280-32-4747

茨城県 つくば市 （一財）研究学園都市ｺﾐｭﾆﾃｨｹｰﾌﾞﾙｻｰﾋﾞ http://www.accs.or.jp/ 0298-52-6111

栃木県 宇都宮市・芳賀町・下野市古山の一部 宇都宮ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.ucatv.ne.jp/catv/ 028-638-8092

栃木県 栃木市・壬生町・下野市 ケーブルテレビ（株） http://www.cc9.jp/ 0120-25-1819

栃木県 佐野市 佐野ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.sctv.jp/ 0283-21-2121

栃木県 小山市・野木町・上三川町 ﾃﾚﾋﾞ小山放送（株） http://www.tvoyama.ne.jp/ 0120-344-372

栃木県 那須郡那珂川町 那珂川町役場 http://www.nactv.ne.jp/ 0287-92-1121

埼玉県 蕨市 蕨ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ（株） http://www.catvwink.co.jp/ 0120-433-454

埼玉県 狭山市 狭山ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ(株) http://www.s-cat.ne.jp/ 0120-340-379

埼玉県 飯能市 飯能ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.tv-hanno.co.jp/ 0120-543611

埼玉県 本庄市 本庄ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.catnet.jp/ 0495-23-0001

千葉県 成田市 成田ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.nctv.co.jp/ 0120-100-197

千葉県 市原市 （株）いちはらｺﾐｭﾆﾃｨｰ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾃﾚﾋﾞ http://www.icntv.ne.jp/ 0120-24-1991

千葉県 印西市・白井市・船橋市小室町 （株）千葉ﾆｭｰﾀｳﾝｾﾝﾀｰ http://www.rurbannet.ne.jp/ 0120-373-455

千葉県 佐倉市、東金市、四街道市、千葉市花見川区・若葉

区・緑区、茂原市、成田市、八街市、印西市、富里

市、香取市、山武市、印旛郡酒々井町・印旛郡栄町、

香取郡神崎町、山武郡大網白里町

（株）広域高速ﾈｯﾄ二九六 http://www.catv296.co.jp/

0120-533-296

千葉県 千葉市緑区 （株）ｲｰｽﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://www.eastcom.ne.jp/ 0120-336-368

東京都 荒川区、文京区、千代田区、中央区、新宿区 東京ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ(株) http://www.tcn-catv.co.jp/ 0800-123-2600

東京都 多摩市･八王子市･稲城市･町田市 （株）多摩ﾃﾚﾋﾞ http://www.ttv.co.jp/ 0120-118-493

東京都 青梅市、羽村市・福生市・瑞穂町の一部 多摩ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.t-net.ne.jp/ 0428-32-1351

東京都 品川区 (株)ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ品川 http://www.cts.ne.jp/ 0120-559-470

東京都 江東区・中央区の一部 東京ﾍﾞｲﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.baynet.ne.jp/ 0120-44-3404

東京都 豊島区、板橋区 豊島ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.toshima.co.jp/ 0120-59-5144

神奈川県 東京都渋谷区･世田谷区･目黒区･大田区・町田市の

一部、川崎市宮前区・中原区・ 高津区の一部･横浜市

緑区･青葉区･都筑区･港北区の一部

ｲｯﾂ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（株） http://www.itscom.jp/

0120-109199

神奈川県 横浜市鶴見区・神奈川区・港北、川崎市川崎区・幸区 YOUﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.netyou.jp/ 0120-317-230

神奈川県 厚木市 厚木伊勢原ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.ayu.ne.jp/ 0120-48-5541

山梨県 南都留郡河口湖町船津･小立･河口 河口湖有線ﾃﾚﾋﾞ放送（有） http://www.kawaguchiko.ne.jp/ 0555-72-1931

山梨県 山梨市 山梨CATV（株） http://www.fruits.jp/index.html 0553-22-6822

山梨県 南アルプス市（白根、芦安、八田、櫛形、若草、甲 白根ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.nus.ne.jp/ 0552-82-6611

山梨県 南アルプス市（櫛形地区・若草地区・甲西地区） （有）峡西ｼｰｴｰﾃｰﾌﾞｲ http://www.cvk.ne.jp/ 0552-83-8383

山梨県 甲州市塩山・甲州市大和町 峡東ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ（株） http://www.kcnet.ne.jp/ 0553-33-2252

山梨県 南都留郡鳴沢村・富士河口湖町 北富士有線ﾃﾚﾋﾞ放送（株） http://kftv.jp/index.html 0555-85-2331

山梨県 甲府市･韮崎市･南アルプス市・甲斐市・北杜市・笛吹

市・中央市・昭和町・市川三郷町・身延町

（株）日本ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ http://www.nns-catv.co.jp/
055-251-7111

山梨県 富士吉田市 （株）CATV富士五湖 http://www.fgo.jp/ 0555-22-1714

山梨県 南巨摩郡富士川町・南アルプス市・西八代郡市川三郷 富士川ｼｰｴｰﾃｨｳﾞｨ（株） http://www.fujikawa-net.co.jp/ 0120-974-776

長野県 松本市(除く梓川地区）・塩尻市（除く北小野地

区）・

（株）ﾃﾚﾋﾞ松本ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ http://www.tvm.co.jp/
0120-40-1008

長野県 小諸市 （株）ｺﾐｭﾆﾃｨﾃﾚﾋﾞこもろ http://www.ctk23.ne.jp/ 0267-22-9911

長野県 中野市･下高井郡山ノ内町 ﾃﾚﾋﾞ北信ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ（株） http://thvnet.tv/ 0269-26-0202

長野県 上田市（上田市・旧真田町）・東御市・坂城町・青木 （株）上田ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ http://www.ueda.ne.jp/ 0120-160-074

長野県 千曲市 （株）信州ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ http://www.chikuma-catv.co.jp/ 0120-166-072

長野県 北佐久郡立科町、佐久市望月・協和・印内・茂田井地

区の各一部

蓼科ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ（株） http://www.tcv21.co.jp/
0267-56-3101

長野県 上田市丸子地区･武石地区 丸子ﾃﾚﾋﾞ放送（株） http://www.marukotv.jp/ 0120-860-654

長野県 飯山市 飯山市 http://www.iiyama-catv.ne.jp/ 0269-81-3000

長野県 大町市内 長野県大町市 http://www.city.omachi.nagano.jp/indexpage/indexpage030/indexpage034/index00026.html0261-21-3805

長野県 高森町全域 高森町 http://www.takamori-catv.jp/ 0265-35-9441

長野県 佐久市全域（一部除く） 佐久ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.sakunet.jp/ 0267-63-4500

新潟県 新潟市 （株）ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱ 新潟ｾﾝﾀｰ http://www.n.ncv.co.jp/ 025-210-1200

新潟県 長岡市・三条市 （株）ｴﾇ・ｼｨ・ﾃｨ http://www.nct9.co.jp/ 0120-080-009

新潟県 佐渡市 （株）佐渡ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ http://www.e-sadonet.tv/ 0259-61-1212

新潟県 上越市･妙高市 上越ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ（株） http://www.jcv.co.jp/ 0120-988-945

石川県 加賀市 加賀ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.kagacatv.jp/ 0120-751-114

石川県 金沢市 金沢ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞﾈｯﾄ（株） http://www.kanazawacatv.jp/ 0120-751-114

石川県 加賀市 加賀ﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.kagacatv.jp/ 0120-751-114

石川県 白山市 （株）あさがおﾃﾚﾋﾞ http://asagaotv.jp/ 0120-084173



福井県 福井市・今立郡池田町 福井ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.fctv.jp/ 0120-05-5710

岐阜県 岐阜市、羽島市、笠松町・岐南町・関市・美濃市・

各務原市川島町・北方町・瑞穂市・本巣市

ｼｰｼｰｴﾇ(株) http://www.ccn-catv.co.jp/
0120-344-893

岐阜県 大垣市、海津市、不破郡垂井町・関ケ原町、

安八郡神戸町、揖斐郡揖斐川町・池田町

（株）大垣ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ http://www.ogaki-tv.co.jp/
0584-82-1200

岐阜県 多治見市、土岐市、瑞浪市 おりべﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://oribe-net.co.jp/ 0572-24-7733

岐阜県 可児市、可児郡御嵩町 （株）ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ可児 http://www4.ctk.ne.jp/ 0120-039-479

岐阜県 高山市・国府町・一之宮町 飛騨高山ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.hidatakayama.tv/ 0800-200-8688

岐阜県 養老町 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株）　養老局 http://www.ccnw.co.jp/ 0120-441061

岐阜県 本巣市 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株）　本巣局 http://www.ccnw.co.jp/ 0120-441061

岐阜県 美濃加茂市、八百津町、川辺町、白川町 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株）　美濃加茂局 http://www.ccnw.co.jp/ 0120-441061

静岡県 静岡市駿河区・清水区・葵区 (株)ﾄｺちゃんねる静岡 http://www.dreamtv.ne.jp/ 0120-518-122

静岡県 浜松市 浜松ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.winde.jp/ 0120-80-6170

静岡県 熱海市、伊東市、下田市、加茂郡東伊豆町 （株）伊豆急ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ http://www.ikctv.com/ 0120-730-129

静岡県 三島市、函南町、伊豆の国市（旧韮山町含む）、伊

豆市（旧修善寺町含む）・清水町・長泉町・御殿場

市・裾野市・沼津市・富士市・富士宮市・静岡市（清

水区）・焼津市・藤枝市・島田市・小山町

（株）TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ http://www.thn.ne.jp/

0120-696-942

静岡県 伊東市 (有)伊東ﾃﾚﾋﾞｸﾗﾌﾞ なし 0557-37-4903

愛知県 半田市･知多郡阿久比町・武豊町の一部 （株）CAC http://www.cac12.jp 0569-21-0070

愛知県 刈谷市･碧南市･安城市･高浜市･知立市・西尾市 （株）ｷｬｯﾁﾈｯﾄﾜｰｸ http://www.katch.co.jp/ 0120-2-39391

愛知県 名古屋市守山区･尾張旭市･瀬戸市 ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.gctv.co.jp 0120-150-676

愛知県 豊田市･みよし市 ひまわりﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.himawari.co.jp/ 0120-210-114 

愛知県 蒲郡市、額田郡幸田町 三河湾ﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.sky-1.co.jp/ 0120-794-934

愛知県 一宮市 （株）ｱｲ･ｼｰ･ｼｰ http://www.icc-media.co.jp/ 0120-993-138

愛知県 津島市、稲沢市、愛西市、清須市、弥富市、あま市、

海部郡大治町・蟹江町

西尾張ｼｰｴｰﾃｨｰｳﾞｨ（株） http://www.clovernet.co.jp/
0120-240-968

愛知県 東海市･大府市･知多市･東浦町 知多ﾒﾃﾞｨｱｽﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.medias.co.jp/ 0120-23-7707

愛知県 名古屋市（守山区、緑区除く）、西春日井郡豊山

町、

ｽﾀｰｷｬｯﾄ･ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.starcat.co.jp/
0120-181-374

愛知県 常滑市、知多郡南知多町・美浜町 ・武豊町 知多半島ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.tac-net.co.jp/ 0120-344-868

愛知県 稲沢市 稲沢ｼｰｴｰﾃｨ-ｳﾞｨ（株） http://www.toptower.co.jp/ 0120-30-3399

愛知県 岡崎市 ﾐｸｽﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.catvmics.ne.jp/ 0120-345-739

愛知県 春日井市、小牧市、犬山市、扶桑町 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株）春日井局 http://www.ccnw.co.jp/ 0120-441061

愛知県 各務原市 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株）各務原局 http://www.ccnw.co.jp/ 0120-441061

愛知県 名古屋市緑区、豊明市、日進市、東郷町 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株）　東名局 http://www.ccnw.co.jp/ 0120-441061

愛知県 豊川市 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株）　豊川局 http://www.ccnw.co.jp/ 0120-441061

愛知県 豊橋市・田原市・新城市 豊橋ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.tees.ne.jp/ 0120-816-142

三重県 津市 松阪市 尾鷲市 亀山市 熊野市 北牟婁郡　紀

北町 南牟婁郡　御浜町 南牟婁郡　紀宝町 

（株）ZTV http://www.ztv.co.jp/
0120-222-505

三重県 伊勢市・鳥羽市・志摩市磯部町・玉城町・度会町・

南伊勢町

（株）ZTV　伊勢放送局 http://www.itv-mie.jp/
0120-222-505

三重県 鈴鹿市 （株）ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ鈴鹿 http://www.cns-tv.co.jp/ 0120-17-3734

三重県 松阪市（旧嬉野町を除く）、志摩市（磯部町を除

く）、

松阪ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ･ｽﾃｰｼｮﾝ（株） http://www.mctv.ne.jp
0120-378-990

三重県 伊賀市（旧青山町を除く） 伊賀上野ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.ict.jp/ 0120-959-734

三重県 四日市、いなべ市、桑名市長島町、三重郡菰野町、

桑名郡木曽岬町

（株）ｼｰ・ﾃｨｰ・ﾜｲ http://www.cty-net.ne.jp/
0120-30-6500

三重県 川越町、朝日町、桑名市多度町 中部ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株）　北勢局 http://www.ccnw.co.jp/ 0120-441061

滋賀県 大津市 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市

栗東市 野洲市 湖南市 高島市 米原市 

（株）ZTV http://www.ztv.co.jp/
0120-222-505

滋賀県 東近江市 東近江ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ(株) http://www.hcnet.tv/ 050-5801-1112

京都府 京都市西京区 洛西ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ（株） http://www.rcv.co.jp/ 0120-1411-25

京都府 京田辺市・木津川市・精華町・宇治市・城陽市 （株）KCN京都 http://www.kcn-kyoto.jp/ 0120-114-368

大阪府 大阪市（福島区・西淀川区・港区・大正区・此花区・

西区・浪速区・西成区・住之江区・北区/中央区の一

部）

(株)ﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ http://baycom.jp/

0120-40-1173

大阪府 大阪府　京都府　兵庫県　奈良県　滋賀県　和歌山県

福井県

※詳細はケイオプティコムＨＰをご覧ください。

（株）ｹｲ･ｵﾌﾟﾃｨｺﾑ http://eonet.jp/service/tv/home/  

0120-34-1010

兵庫県 明石市 （株）明石ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ http://www.actv135.ne.jp 0120-135-084

兵庫県 姫路市 姫路ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.winknet.ne.jp/ 0120-129-130

兵庫県 神崎郡神河町 姫路ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株）　（神河） http://www.winknet.ne.jp/ 0120-129-130

奈良県 大阪府四條畷市・奈良県生駒市・奈良市・大和郡山

市・天理市･平群町・斑鳩町・安堵町・三郷町・王寺

町・上牧町・河合町・広陵町・川西町・三宅町・田原本

町・桜井市・大和高田市・橿原市・香芝市・葛城市・御

所市・高取町・明日香村・五條市

近鉄ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.kcn.ne.jp/

0120-333-990

奈良県 宇陀市・大淀町・吉野町・下市町・黒滝村・天川村・川

上村・上北山村・下北山村・東吉野村・十津川村・野

迫川村・奈良市（旧都祁村・月ヶ瀬村）、五條市（旧

西吉野村・大塔村）・

山添村・曽爾村・御杖村

こまどりｹｰﾌﾞﾙ(株) http://www.komadori.ne.jp/

0120-667-740

和歌山県 田辺市 新宮市 日高郡　日高町 日高郡　由良町 日

高郡　日高川町 東牟婁郡　那智勝浦町 東牟婁郡

太地町 東牟婁郡　古座川町 東牟婁郡　北山村 東

（株）ZTV http://www.ztv.co.jp/

0120-222-505

島根県 鹿足郡津和野町・吉賀町 鹿足郡事務組合 http://www.sun-net.jp/ 0856-74-2099

島根県 浜田市・江津市 石見ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ(株) http://www.iwamicatv.jp/ 0855-23-4883

岡山県 岡山市 岡山ﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.oninet.ne.jp/ 086-85-0202

岡山県 笠岡市、浅口市、浅口郡里庄町 笠岡放送（株） http://www.kcv.ne.jp/ 0865-63-6181

広島県 広島市南区・東区・安佐南区、安芸郡府中町 (株)ちゅﾋﾟCOMひろしま http://www.chupicom.jp/ 0120-085-340

広島県 尾道市(一部を除く） （株）ちゅﾋﾟCOMおのみち http://www.octv.co.jp/ 0120-59-0050



広島県 広島市中区・西区・安佐北区・

佐伯区・安芸区、安芸郡海田町、廿日市市、大竹市

（株）ちゅﾋﾟCOMふれあい http://www.chupicom.jp
0120-276-201

広島県 府中市・福山市新市町・神石高原町 （株）ｹｰﾌﾞﾙ･ｼﾞｮｲ http://www.ccjnet.ne.jp/ 0847-45-0557

広島県 福山市全域 ｽｶﾊﾟｰJSAT（株）　中国営業所 http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/fukuyama/0120-818-666

山口県 山口市、防府市、宇部市、美祢市 山口ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ（株） http://www.c-able.ne.jp/ 0120-374936

山口県 下松市、周南市、光市、熊毛郡上関町・平生町 Kﾋﾞｼﾞｮﾝ（株） http://www.kvision.ne.jp/ 0120-444-228

山口県 柳井市 （株）周防ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ http://www.snettv.co.jp/ 0120-871-340

山口県 萩市 萩ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.haginet.ne.jp/users/hcn/0838-25-7400

山口県 周南市全域(旧熊毛町を除く) （株）ｼﾃｨｰｹｰﾌﾞﾙ周南 http://www.ccsnet.ne.jp/ 0120-21-2647

山口県 岩国市 （株）ｱｲ･ｷｬﾝ http://www.icn-tv.ne.jp/ 0120-189-234

徳島県 板野郡藍住町･板野町 ｴｰｱｲﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.aitv.co.jp/ 0120-40-8223

徳島県 徳島市国府町 国府町農事放送農業協同組合 http://www.kbctv.ne.jp/ 0886-42-6050

香川県 丸亀市、多度津町、まんのう町、琴平町 中讃ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ（株） http://www.cvc.co.jp 0120-088-788

福岡県 福岡市中央区・早良区・博多区・西区・南区・東区・

城南区、春日市須久北

（公財）福岡ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ http://www.fcv.ne.jp/
0120-724-771

福岡県 福岡市、宗像市、福津市、古賀市、大野城市、春日

市、大宰府市、筑紫野市、糸島市、新宮町、篠栗町、

粕屋町、須恵町、志免町、宇美町、那珂川町、北九州

市、遠賀町、岡垣町、芦屋町、苅田町、行橋市、飯塚

市、直方市、小郡市、久留米市、筑後市、八女市、大

牟田市、中間市、鞍手町、水巻町

（株）QTnet（BBIQ光ﾃﾚﾋﾞ） http://www.bbiq.jp/

0120-86-3727

福岡県 筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・

筑紫郡那珂川町・糟屋郡宇美町・志免町・・須惠町・

粕屋町

ｹｰﾌﾞﾙｽﾃｰｼｮﾝ福岡（春日市） http://csf.ne.jp/

092-587-1800

福岡県 小郡市、朝倉郡筑前町、三井郡大刀洗町 （株）ﾒｯｸ http://www.cv-net.jp/ 0942-41-2134

福岡県 久留米市・大川市･柳川市･山門郡三橋町 （株）CRCCﾒﾃﾞｨｱ http://www.kumin.ne.jp/kumin/index.htm0120-376-412

佐賀県 佐賀市・神埼市・小城市(芦刈町・牛津町・三日月町・

小城町の一部)・吉野ヶ里町の一部

佐賀ｼﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ（株） http://www.bunbun.co.jp/
0120-55-3734

佐賀県 伊万里市 伊万里ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ（株） http://sv.i-catv.co.jp/ 0120-46-1780

佐賀県 武雄市、杵島郡大町町・江北町・白石町 （株）ｹｰﾌﾞﾙﾜﾝ http://www.cableone.ne.jp/ 0120-80-7511

佐賀県 唐津市 (株)唐津ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ http://wpub.people-i.ne.jp/web/ 0120-34-9686

佐賀県 西松浦郡有田町・武雄市山内町一部 有田ｹｰﾌﾞﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.aritanet.co.jp/ 0955-43-2500

佐賀県 武雄市、嬉野市 (株)ﾃﾚﾋﾞ九州 http://www.ktknet.ne.jp/ 0954-20-2580

佐賀県 多久市 （株）多久ｹｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱ http://www.taku.ne.jp/ 0952-75-8585

佐賀県 伊万里市山代町･東山代町 西海ﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.chun2.ne.jp/ 0955-28-2466

佐賀県 小城市、嬉野市、杵島郡白石町、 藤津郡太良町 藤津ｹｰﾌﾞﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ（株） http://www.hagakure.ne.jp/ 0954-66-2657

佐賀県 鹿島市 （株）ﾈｯﾄ鹿島 http://www.asunet.ne.jp/ 0954-63-1862

長崎県 佐世保市全域・佐々町一部 九州ﾃﾚ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株) http://tvs12.jp/ 0956-25-6388

長崎県 長崎市、西彼杵郡長与町･時津町・西海市（一部を （株）長崎ｹｰﾌﾞﾙﾒﾃﾞｨｱ http://www.cncm.ne.jp/ 095-828-0120

長崎県 大村市 おおむらｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.octp-net.ne.jp/ 0957-54-3811

長崎県 五島市 福江ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ（株） https://www.fctv-net.jp/ 0959-74-5775

熊本県 熊本市・合志市・宇城市・上益城郡益城町・嘉島町・

菊池郡菊陽町・大津町の一部

（株）QTnet　熊本ｴﾘｱ(BBIQ光ﾃﾚﾋﾞ) http://www.bbiq.jp/
0120-86-3727

熊本県 天草市、上天草市 天草ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.acn-tv.ne.jp/ 0969-22-1311

熊本県 球磨郡山江村 山江村役場 http://www.vill.yamae.lg.jp/index.php0966-22-8808

熊本県 八代市 ﾃﾚﾋﾞやつしろ（株） http://www.hikoichi-tv.com/ 0120-08-1001

大分県 佐伯市 （株）ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ佐伯 http://www.saiki.tv/ 0120-20-9811

大分県 大分市 大分ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ（株） http://www.ocn-catv.ne.jp/ 097-558-3408

大分県 別府市、速見郡日出町 CTBﾒﾃﾞｨｱ（株） http://www.ctb.ne.jp/ 0977-24-3553

大分県 豊後高田市 豊後高田市 http://www2.city.bungotakada.oita.jp/catv/index.html0978-22-3100

鹿児島県 霧島市、姶良市 南九州ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞﾈｯﾄ（株） http://www.mct.jp/ 0995-43-0113

鹿児島県 鹿児島市 （株）Qtnet　鹿児島ｴﾘｱ(BBIQ光ﾃﾚﾋﾞ) http://www.bbiq.jp/ 0120-86-3727

沖縄県 宮古島市、宮古郡多良間村 宮古ﾃﾚﾋﾞ（株） http://www.miyako-net.ne.jp/ 0980-72-3859



0800-123-2600



0800-200-8688

0120-210-114 

050-5801-1112


