ケーブルテレビ

FOXクラシック 名作ドラマは、J:COMでのサービスを6月30日で終了いたしました。

▼北海道・東北

▼関東・甲信越

▼中部・北陸

▼近畿・中国 ・四国

▼九州・沖縄

北海道・東北
地域

ケーブルテレビ各社
宮城ケーブルテレビ（株）

詳細地域
塩釜市内全域、多賀城市・利府町・七ヶ浜町の一部

電話番号
0120-077120
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関東・甲信越
地域

ケーブルテレビ各社

詳細地域

研究学園都市ｺﾐｭﾆﾃｨｰｹｰﾌﾞﾙｻｰﾋﾞｽ つくば市

電話番号

029-852-6111

茨城県
古河ケーブルテレビ株式会社

古河市、栗橋町南栗橋

0280-32-4747（代表）

蕨ケーブルビジョン

蕨市

0120-433-454

入間ケーブルテレビ

入間市・東京都西多摩郡瑞穂町一部

04-2965-0550

東松山ケーブルテレビ

東松山市の一部

0493 - 27 - 8200

ゆずの里ケーブルテレビ

埼玉県入間郡毛呂山町

049-276-6300

埼玉県

いちはらコミュニティーネットワークテレビ 市原市一部

千葉県

フリーダイヤル 0120-24-1991
または、0436-24-0009(代）
※営業時間 月～金9:00～18:00
（土・日・祝祭日は休業）

イースト･コミュニケーションズ

千葉市緑区(あすみが丘地区)

043-205-8681

広域高速ネット二九六

佐倉市全域、印旛郡印旛村・印旛郡酒々井町・千葉市、四街道
市・印旛郡栄町・富里市・山武市・八街市・東金市・山武郡大網 0120-533-296
白里町の一部

東京ケーブルネットワーク

文京区・荒川区・千代田区

03-3814-2600

東京ベイネットワーク

江東区・中央区

0120-44-3404

豊島ケーブルネットワーク

豊島区

0120-59-5144

ケーブルテレビ品川

品川区

0570-550-470
受付時間：9:15～17:45(日・祝を除く)

東京都

東京都神奈川 イッツ・コミュニケーションズ

渋谷区・世田谷区・目黒区・大田区・町田市・川崎市（宮前区・
中原区・高津区）
0120-109199
横浜市（緑区・青葉区・港北区・都筑区） （各一部地域を除
く）

YOUテレビ

横浜市（鶴見区・神奈川区・港北区）・川崎市（川崎区・幸
区）

0120-317-230

湘南ケーブルネットワーク

平塚市、二宮町、大磯町、中井町、大井町、松田町

0463-22-1213

神奈川県
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中部・北陸
地域

ケーブルテレビ各社

詳細地域

電話番号

山梨県

日本ネットワークサービス

甲府市、韮崎市、甲斐市など７市３町

055-251-7111

長野県

エコーシティ・駒ヶ岳

駒ケ根市、飯島町、宮田村、中川村全域

0265-82-4000

長野県

伊那ケーブルテレビジョン

伊那市、箕輪町、南箕輪村

0265-73-2020
【受付時間】月曜～土曜 9:00~20:00／日・祝
9:00~18:00

新潟県

エヌ・シィ・ティ

長岡、三条、三島

050-5205-9333

金沢ケーブルネット

金沢市内、野々市町、内灘町、川北町、津幡町

076-224-1114

加賀ケーブルテレビ

石川県加賀市（旧山中町を除く）

0120-751-114

加賀テレビ

石川県加賀市山中温泉の一部

0761-78-3135

福井ケーブルテレビ

坂井市全域、福井市の一部を除く

0120-05-5710

さかいケーブルテレビ

あわら市、坂井市

0120-05-5710

ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク

富士市・富士宮市・沼津市。富士川町・蒲原町・由比町・
三島市・裾野市・御殿場市・清水町・長泉町・韮山町・函南町
焼津市・藤枝市・島田市・岡部町

0120-696-942

トコちゃんねる静岡

静岡市（旧静岡市・旧清水市）

0120-518-122

シー・ティー・ワイ

四日市市、いなべ市、桑名市長島町、桑名郡木曽岬町、及び三
0120-30-6500
重郡菰野町

ケーブルネット鈴鹿

鈴鹿市

石川県

福井県

静岡県

三重県
0120-173734
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近畿・中国 ・四国
地域

ケーブルテレビ各社

奈良県

近鉄ケーブルネットワーク（こまどりケーブルエリア含む）

奈良県北部、中部/KCN京都:宇治市、城陽市、京田付市、木
津川市、精華町

0120-333-990(9:00～17:30）

京都府

KCN京都

[1]京田辺市・精華町･木津川市
[2]宇治市・城陽市

【1】0120-114-368 / 【2】0120-333-990

ベイ・コミュニケーションズ

大阪市（福島区・西区・西淀川区・此花区・港区・大正区
住之江区・西成区・浪速区 各全域、中央区・北区 各一部）
尼崎市・西宮市・伊丹市

0120-40-1173

ケイ・オプティコム

大阪府全域、
京都府・兵庫県・滋賀・和歌山一部を除く

0120-919-151（年中無休9：00～21:00）

テレビ岸和田

岸和田市・忠岡町

072-436-5700

姫路ケーブルテレビ

姫路市（夢前町・家島町を除く）、加西市（大柳町の一部）、
0120-129-130
揖保郡太子町、佐用町

尾道ケーブルテレビ

尾道市一部

0848-24-0050

ひろしまケーブルテレビ

広島市東区、南区、安佐南区、安芸郡府中町

082-256-1811

ふれあいチャンネル 中央支局

広島市中区・西区

0120-017-445

ふれあいチャンネル 西部支局

佐伯区（旧湯来町を除く）・旧廿日市市の一部

0120-941-987

ふれあいチャンネル 安佐北支局

安佐北区

0120-276-201

ふれあいチャンネル 安芸支局

安芸区の一部・海田町

0120-893-348

ふれあいチャンネル 大竹支局

広島県大竹市

0120-026-201

山口ケーブルビジョン

山口市、防府市、宇部市、美祢市（旧美祢市はインターネット接
0120-374936
続のみ）

萩ケーブルネットワーク

山口県萩市、阿武町、島根県益田市

0838-25-7400

岡山県

倉敷ケーブルテレビ

岡山県倉敷市

0120-021-337

香川県

ケーブルメディア四国

高松市、東かがわ市、さぬき市

0120-08-1001

大阪府

兵庫県

広島県

詳細地域

電話番号

山口県

高知県

高知ケーブルテレビ

高知市・南国市（一部）・いの町（一部）

0120-801-520
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九州・沖縄
地域

福岡県

佐賀県

ケーブルテレビ各社

詳細地域

CRCCメディア （佐賀デジタルネットワーク）

久留米市・大川市・柳川市・鳥栖市

九州テレコミュニケーションズ （ケーブルステーション福岡）

春日市・大野城市・粕屋郡志免町全域、大宰府市、筑紫野市、
092-587-1800
筑紫郡那珂川町、粕屋郡宇美町、糟屋郡粕屋町の一部

QTNet（福岡エリア）

福岡エリア

0120-86-3727

メック

福岡県小郡市、筑前町、大刀洗町

0942-41-2134

ケーブルネットワーク桂川

桂川町全域、筑穂町一部

0948-65-0217

佐賀シティビジョン（佐賀デジタルネットワーク）

佐賀市・牛津市・久保田町・三日月町

0120-55-3734

ケーブルワン（佐賀デジタルネットワーク）

武雄市（山内町を除く）・大町町・江北町・白石町（須古地
区）

0954-23-7511

唐津ケーブルテレビジョン（佐賀デジタルネットワーク）

唐津市

0120-34-9686

伊万里ケーブルテレビジョン（佐賀デジタルネットワーク）

伊万里市（一部除く）

0120-46-1780

有田ケーブル・ネットワーク（佐賀デジタルネットワーク）

有田町（一部を除く）、西有田町、山内町の一部

0955-43-2500

藤津ケーブルビジョン（佐賀デジタルネットワーク）

嬉野町、山内町の一部

0954-66-2657

ネット鹿島（佐賀デジタルネットワーク） 鹿島市

長崎県

電話番号
0120-376-412

0954-63-1862

九州テレコミュニケーションズ （テレビ佐世保）

長崎県佐世保市の一部、佐々町の一部

0956-25-6388

テレビやつしろ(ひこいちテレビ)

八代市

0120-15-8246

QTNet（熊本エリア）

熊本市、合志市、宇城市、宇土市、上益城郡益城町・嘉島町、
0120-86-3727
菊池郡菊陽町・大津町の一部

熊本県

宮崎県

鹿児島県

宮崎ケーブルテレビ

宮崎市、国富町、綾町、西都市、高鍋町

0985-32-8585

BTV

都城市(※都城市の一部)、北諸県郡三股町、曽於市財部町、
日南市、日南市南郷町、日南市北郷町、小林市野尻町、西諸
県郡高原町

0986-27-1700

ケーブルメディアワイワイ

延岡市、日向市、東臼杵郡門川町、東臼杵郡美郷町、西臼杵
郡高千穂町、西臼杵郡日之影町

0800-123-8181

QTNet（鹿児島エリア）

鹿児島市の一部

0120-86-3727

沖縄ケーブルネットワーク

那覇市・浦添市・宜野湾市・豊見城市・南風原町・西原町
北谷町・沖縄市一部・北中城村一部

098-863-4141

宮古テレビ

宮古島全域、多良間島

0980-72-3859

沖縄県
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