＜再放送状況一覧（Ｈ28.12.15現在）＞

※ラジオ放送の再放送の有無及び放送チャンネル等は、ケーブ
ルテレビ事業者にお問合せ願います。
※放送状況一覧については、放送法第１１条に基づき当学園と
ケーブルテレビ事業者との間で取り交わした「再放送同意」等に
基づいて、把握しているものです。

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

電話番号

北海道
1

株式会社ジェイコム札幌

札幌市中央区、西区、南区、東区、北区、豊平区、白石区、清田区、厚別区、手稲区の一
札幌市豊平区月寒東2条18丁目7番20号
部及び北広島市の一部

0120-999-000

2

株式会社ニューメディアNCV函館センター

函館市、七飯町、北斗市の一部

函館市桔梗町379番31号

0138-34-2525

3

旭川ケーブルテレビ株式会社

旭川市、鷹栖町、愛別町、当麻町、東川町の各一部

旭川市八条西2-2-16

0166-22-0707

4

株式会社帯広シティーケーブル

帯広市の一部、河東郡音更町の一部

帯広市東一条南8-2

0155-23-1511

5

枝幸町

枝幸郡枝幸町

枝幸郡枝幸町本町916番地

0163-62-1234

6

ニューデジタルケーブル株式会社苫小牧
ケーブルテレビ

苫小牧市の一部

苫小牧市日新町2丁目7-33

0144-73-1901

7

中川町

中川郡中川町

中川郡中川町字中川337番地

01656-7-2811

8

厚岸町

厚岸町の一部

厚岸郡厚岸町真栄３丁目１番地

0153-52-3131

9

遠別町

遠別町の一部

天塩郡遠別町字本町3丁目37番地

01632-7-2111

10

京極町

京極町の一部

虻田郡京極町字京極527番地

0136-42-2111

11

島牧町

島牧町の一部

島牧郡島牧村字泊83-1

0136-75-6211

12

江良・清部テレビ共同受信施設組合

松前町の一部

松前郡松前町字江良425-1

0139-45-2628

13

積丹町

積丹郡積丹町

積丹郡積丹町大字美国町字船澗49番地

0135-44-2112

14

スカパーＪＳＡＴ株式会社

札幌市（厚別区、北区、清田区、白石区、中央区、手稲区、豊平区、西区、東区）恵庭市、
江別市、空知郡南幌町の各全域、および札幌市（南区）、石狩郡当別町、石狩市、小樽
港区赤坂1-14-14
市、北広島市、千歳市の各一部

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

青森
1

青森ケーブルテレビ株式会社

青森市の一部

青森市新町2-6-25

017-773-4422

2

田子町

田子町

三戸郡田子町大字田子字天神堂平８１

0179-32-3111

3

五戸町

三戸郡五戸町

三戸郡五戸町字古舘21-1

0178-62-7952

4

風間浦村

下北郡風間浦村

下北郡風間浦村大字易国間字大川目28-5

0175-35-2111

5

東北町

上北郡東北町

上北郡東北町上北南4-32-484

0176-56-3111

6

六ヶ所村

上北郡六ヶ所村

上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475

0175-72-2111

7

株式会社八戸テレビ放送

八戸市及び三戸郡南部町（旧福地村）の一部

八戸市十三日町1番地ヴィアノヴァビル4F

0178-24-1111

岩手
1

北上ケーブルテレビ株式会社

北上市（一部地域を除く）

北上市本石町1-5-19

0197-64-5111

2

ニューデジタルケーブル株式会社 花巻
ケーブルテレビ

花巻市の一部

花巻市西宮野目11-1

0198-26-5110

3

株式会社一関ケーブルネットワーク

一関市一関地区

一関市八幡町1-24

0191-21-1256

4

宮古市

宮古市のうち川井地区

宮古市新川2-1

0193-76-2114

5

ＫＤＤＩ株式会社

一関市、奥州市、北上市、盛岡市

東京都新宿区西新宿2-3-2

03-6678-0553

6

住田町

住田町

気仙郡住田町世田米字川向96-1

0192-46-2114

7

遠野市

遠野市全域

遠野市松崎町白岩字薬研淵1-2

0198-63-1711

宮城
1

宮城ケーブルテレビ株式会社

塩釜市、多賀城市、宮城郡利府町、七ヶ浜町の一部

塩釜市尾島町27-23

022-367-7711

2

株式会社ジェイコムイースト

仙台市青葉区、泉区、宮城野区、若林区、黒川郡富谷町の各一部

板橋区志村3-29-10

0120-999-000

3

ニューデジタルケーブル株式会社大崎ケー
仙台市、大崎市、美里町、涌谷町、加美町、富谷町、大和町、大衡町、大郷町の各一部
ブルテレビ

大崎市古川南新町7-53

0229-22-6556

4

仙台市栗生テレビ共同受信施設組合

仙台市青葉区栗生の一部

仙台市青葉区栗生4-13-12

022-392-6826

5

気仙沼ケーブルネットワーク株式会社

気仙沼市

気仙沼市岩ヶ崎137-2

0226-23-3131

6

ＫＤＤＩ株式会社

仙台市太白区、宮城野区、若林区、青葉区、大崎市

新宿区西新宿2-3-2

03-6678-0553

秋田
1

株式会社秋田ケーブルテレビ

秋田市内一部

秋田市八橋鯲沼町1-59

018-865-5141

2

ニューデジタルケーブル株式会社 大館
ケーブルテレビ

大館市の一部

大館市清水1-5-15

0186-44-6020

3

由利本荘市ＣＡＴＶセンター

由利本荘市（大内地域・岩城地域・東由利地域・本荘地域）

由利本荘市岩谷町字日渡51-1

0184-65-3722

山形
1

株式会社ケーブルテレビ山形

山形市、天童市、河北町、寒河江市、中山町、山辺町、上山市の各一部

山形市あこや町1-2-4

023-624-5000

2

鶴岡市ケーブルテレビジョン

鶴岡市の一部（櫛引地域、朝日地域）

鶴岡市上山添字文栄60

0235-57-3014

3

株式会社ニューメディア 米沢センター

米沢市、南陽市、東置賜郡高畠町、川西町

米沢市春日4-2-75

0238-24-2525

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

電話番号

福島
1

伊達市ケーブルテレビ

伊達市

伊達市箱崎字川端7

024-551-2131

2

ＫＤＤＩ株式会社

郡山市、須賀川市、福島市、伊達郡桑折町

新宿区西新宿2-3-2

03-6678-0553

3

西会津町ケーブルテレビ

西会津町全域

耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3231

0241-45-4461

4

スカパーＪＳＡＴ株式会社

郡山市、田村郡三春町の各一部

港区赤坂1-14-14

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

茨城
1

土浦ケーブルテレビ株式会社

土浦市の一部、阿見町の一部、牛久市の一部、竜ヶ崎市の一部、かすみがうら市の一
部、取手市の一部、守谷市の一部、美浦村の一部、つくばみらい市の一部、利根町の一
部、石岡市の一部、常総市の一部

土浦市真鍋1-11-12

0120-999-000

2

ケーブルテレビ株式会社

結城市、筑西市

栃木市樋ノ口町43-5

0282-25-1811

3

リバーシティ・ケーブルテレビ株式会社

古河市

古河市幸町24-27

0280-32-4747

4

財団法人研究学園都市 コミュニティケーブ
つくば市全域
ルサービス

つくば市竹園1-2-1

029-852-6111

5

株式会社ＪＷＡＹ

日立市全域、高萩市の一部

日立市幸町1-19-1

0294-22-3080

6

一般財団法人首都圏ケーブルメディア

守谷市、つくばみらい市、常総市

新宿区片町4番3号

03-3355-7580

7

スカパーＪＳＡＴ株式会社

北相馬郡利根町、つくばみらい市、土浦市、守谷市、結城市、龍ヶ崎市の各全域、石岡
市、稲敷郡阿見町、河内町、美浦村、稲敷市、牛久市、かすみがうら市、常総市、筑西
市、つくば市、取手市の各一部

港区赤坂1-14-14

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

栃木
1

宇都宮ケーブルテレビ株式会社

宇都宮市の一部、下野市の一部及び芳賀郡芳賀町の全域

宇都宮市大寛1-1-2

028-638-8090

2

ケーブルテレビ株式会社

栃木市、下都賀郡大平町、下都賀郡岩舟町、下都賀郡藤岡町、下都賀郡都賀町、上都賀
栃木市樋ノ口町43-5
郡西方町、下都賀郡壬生町

0282-25-1811

3

鹿沼ケーブルテレビ株式会社

鹿沼市

鹿沼市上野町281-4

0289-63-0005

4

佐野ケーブルテレビ株式会社

佐野市の一部

佐野市大橋町2000-7

0283-21-2121

5

わたらせテレビ株式会社

足利市の一部

足利市有楽町835

0284-42-8111

6

真岡市

真岡市の一部

真岡市荒町5191

0285-83-8496

7

テレビ小山放送株式会社

小山市全域

小山市八幡町1-6-6

0285-23-2220

8

財団法人首都圏ケーブルメディア

下野市、小山市の各一部

新宿区片町4番3号

03-3355-7580

9

ＫＤＤＩ株式会社

下野市、河内郡上三川町、小山市、宇都宮市、大田原市、那須塩原市

新宿区西新宿2-3-2

03-6678-0553

10

スカパーＪＳＡＴ株式会社

足利市、小山市、鹿沼市、河内郡上三川町、佐野市、下都賀郡岩舟町、壬生町、下野市、
港区赤坂1-14-14
栃木市の各一部

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

群馬
1

株式会社ジェイコムイースト

高崎市、前橋市、安中市の一部

板橋区志村3-29-10

0120-999-000

2

わたらせテレビ株式会社

太田市の一部

栃木県足利市有楽町835

0284-42-8111

3

嬬恋ケーブルビジョン株式会社

吾妻郡嬬恋村、長野原町全域

吾妻郡嬬恋村大字鎌原725-8

0279-97-3999

4

南牧村

甘楽郡南牧村

甘楽郡南牧村大日向1098

0274-87-2011

5

中之条町

中之条町の一部

吾妻郡中之条町大字小雨577番地1

0279-95-3111

6

東吾妻町

東吾妻町の一部

吾妻郡東吾妻町大字原町594番地3

0279-68-2111

7

上野村農村多元情報システム施設

多野郡上野村全域

多野郡上野村大字川和乙3

0274-40-6022

8

株式会社草津テレビ

吾妻郡草津町内全域

吾妻郡草津町大字草津４４９－１

0279-88-4060

9

ケーブルテレビ株式会社

館林市、邑楽郡板倉町

栃木市樋ノ口町43-5

0282-25-1811
0276-71-1822

10

ＫＤＤＩ株式会社

高崎市

新宿区西新宿2-3-2

03-6678-0553

11

光ケーブルネット株式会社

太田市、桐生市の一部

太田市新道町1235

(太田局)
0276-33-9666
(桐生局)
0277-47-5222

12

スカパーＪＳＡＴ株式会社

邑楽郡板倉町、館林市の各全域、前橋市、安中市、邑楽郡邑楽町、大泉町、明和町、太
田市、北群馬郡榛東村、吉岡町、桐生市、渋川市、高崎市の各一部

港区赤坂1-14-14

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

川口市並木1-17-12

埼玉
1

株式会社ジェイコム川口戸田

川口市、戸田市

2

株式会社ジェイコムさいたま

さいたま市大宮区、北区、西区、見沼区、中央区、浦和区、緑区、桜区、南区、上尾市、伊
さいたま市浦和区常盤10-4-1
奈町、所沢市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

0120-914-000
0120-999-000

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

電話番号

3

狭山ケーブルテレビ株式会社

狭山市内全域、川越市および日高市の各一部

狭山市富士見2－4－5

04-2954-2200

4

蕨ケーブルビジョン株式会社

蕨市、戸田市、川口市、さいたま市の各一部

蕨市中央6－5－34

048-444-3333

5

入間ケーブルテレビ株式会社

入間市の一部

入間市高倉5-17-27

04-2965-0550

6

東松山ケーブルテレビ株式会社

東松山市の一部

東松山市石橋2221番地80

0493-27-8200

7

株式会社ジェイコム東京

新座市及び和光市

練馬区高野台5-22-1

0120-999-000

8

行田ケーブルテレビ株式会社

行田市の一部

行田市大字持田980

048-553-2122

9

飯能ケーブルテレビ株式会社

飯能市、日高市、川越市の各一部

飯能市小久保19-1

042-974-3611

10

本庄ケーブルテレビ株式会社

本庄市の全域（上仁手地区を除く）

本庄市西富田648－1

0495-23-0001

11

株式会社ジェイコム北関東

埼玉県春日部市、越谷市、さいたま市岩槻区・緑区・南区、草加市、川口市、松伏町、蓮
田市、幸手市、北葛飾郡杉戸町、南埼玉郡宮代町、白岡市、久喜市、八潮市、三郷市、吉
さいたま市浦和区常盤9－34－8
川市、桶川市、北本市、鴻巣市、加須市、坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、日高市、比企郡鳩
山町・川島町、ふじみ野市、三芳町、所沢市、富士見市、熊谷市、深谷市

0120-914-000

12

リバーシティ・ケーブルテレビ株式会社

久喜市

茨城県古河市幸町24-27

0280-32-4747

13

財団法人首都圏ケーブルメディア

川越市、吉川市、飯能市、坂戸市の一部

新宿区片町4番3号

03-3355-7580

14

ＫＤＤＩ株式会社

さいたま市南区、桜区、中央区、大宮区
戸田市、南埼玉郡白岡町、久喜市、幸手市、上尾市、北足立郡伊奈町、蓮田市、桶川市、 新宿区西新宿2-3-2
鴻巣市、熊谷市、行田市、深谷市、本庄市

03-6678-0553

15

ゆずの里ケーブルテレビ

入間郡毛呂山町、越生町の各一部地域

入間郡毛呂山町中央2-13-3

049-276-6300

16

毛呂山中央テレビ共聴組合

入間郡毛呂山町、越生町の各一部地域

入間郡毛呂山中央2-28-4

049-294-9754

スカパーＪＳＡＴ株式会社

さいたま市、朝霞市、入間郡三芳町、毛呂山町、桶川市、川口市、川越市、北足立郡伊奈
町、北葛飾郡松伏町、久喜市、越谷市、坂戸市、狭山市、志木市、草加市、鶴ヶ島市、所
沢市、戸田市、新座市、比企郡川島町、鳩山町、富士見市、ふじみ野市、三郷市、南埼玉
港区赤坂1-14-14
郡宮代町、八潮市、吉川市、和光市、蕨市の各全域、上尾市、入間市、大里郡寄居町、春
日部市、加須市、北葛飾郡杉戸町、行田市、熊谷市、鴻巣市、幸手市、白岡市、蓮田市、
飯能市、東松山市、比企郡ときがわ町、滑川町、吉見町、日高市、深谷市の各一部

17

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

千葉
1

株式会社ジェイコム千葉セントラル

千葉市の全域、市原市の一部

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタ
ワー8F

0120-914-000

2

銚子テレビ放送株式会社

銚子市の一部

銚子市末広町1-23

0479-25-1001

3

株式会社ジェイコム市川

市川市

市川市南八幡4-17-8

0120-914-000

4

株式会社ジェイコム船橋習志野

船橋市、鎌ヶ谷市、白井市の一部、習志野市、千葉市花見川区の一部

船橋市東町896

0120-914-000

5

株式会社ジェイコム東葛葛飾

松戸市、流山市、野田市の各一部（コアラエリア）

松戸市新松戸3-55

0120-914-000

6

株式会社広域高速ネット二九六

佐倉市、四街道市、千葉市、印旛郡酒々井町、富里市、八街市、東金市、山武市、栄町、 印旛郡酒々井町本佐倉415-2
大網白里市、茂原市、印西市、香取市、神崎町、成田市
通信技術センター

7

株式会社いちはらコミュニティー・ネットワー
市原市の一部
ク・テレビ

8

株式会社ジェイコム千葉

9

通信技術ｾﾝﾀｰ
043-497-0296

市原市五井中央東2－23－18

0436-24-0009

浦安市全域、木更津市、君津市、袖ヶ浦市、富津市（一部地域を除く）、八千代市及び千
葉市美浜区の一部地域

浦安市日の出2-1-1新浦安ビル4F

0120-914-000

株式会社ジェイコムイースト

柏市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市、白井市

板橋区志村3-29-10

0120-999-000

10

千葉ガーデンタウン有線テレビ放送局

千葉ガ－デンタウン

千葉市美浜区幸町１－７－２

043-248-6767

11

成田ケーブルテレビ株式会社

成田市、富里市の各一部

成田市囲護台2-2-5

0476-22-1001

12

株式会社千葉ニュータウンセンター

印西市、白井市、印旛郡印旛村、本埜村、船橋市の各一部

印西市中央北1－511

0476-46-3150

13

一般財団法人首都圏ケーブルメディア

野田市、松戸市、柏市、四街道市、市原市、千葉市緑区、中央区の一部

新宿区片町4番3号

03-3355-7580

14

株式会社イースト・コミュニケーションズ

千葉市緑区の一部

千葉市緑区あすみが丘1-20-1

043-205-8681

スカパーＪＳＡＴ株式会社

千葉市、我孫子市、市川市、印旛郡栄町、酒々井町、浦安市、鎌ヶ谷市、白井市、流山
市、習志野市、松戸市、八街市、四街道市の各全域、旭市、安房郡鋸南町、いすみ市、市
原氏、印西市、柏市、香取市、木更津市、君津市、佐倉市、山武市、匝瑳市、袖ヶ浦市、 港区赤坂1-14-14
館山市、長生郡長生村、睦沢町、東金市、富里市、成田市、野田市、富津市、船橋市、南
房総市、茂原市、八千代市、山武郡大網白里町、九十九里町の各一部

15

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

東京
1

株式会社ジェイコム港新宿

港区全域、新宿区全域、渋谷区、品川区、千代田区、文京区、豊島区、中野区の一部

港区麻布台一丁目7番4号

0120-914-000

2

東京ケーブルネットワーク株式会社

文京区、荒川区全域、新宿区、千代田区、中央区の一部

文京区後楽1-2-8

03-3814-2600

3

東京ベイネットワーク株式会社

江東区、中央区

江東区東陽2-2-4 マニュライフプレイス東陽
町

03-3640-2001

4

株式会社南東京ケーブルテレビ

品川区、目黒区、大田区、港区の各一部

品川区戸越1-7-20

03-3788-3811

5

株式会社ジェイコム大田

大田区の一部

大田区西蒲田7-20-5

0120-914-000

6

株式会社ジェイコム中野

中野区

中野区中野2-14-21

0120-914-000

7

株式会社ジェイコム東京北

北区全域、板橋区の一部

北区王子1-13-14

0120-914-000

8

株式会社ジェイコム足立

足立区

足立区綾瀬2-28-6

0120-914-000

9

株式会社ジェイコム東葛葛飾

葛飾区の全域 （葛飾エリア）

松戸市新松戸3-55

0120-914-000

10

豊島ケーブルネットワーク株式会社

豊島区・板橋区の一部

豊島区西池袋5-18-11

03-5951-4400

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

電話番号

11

株式会社ジェイコムイースト

江戸川区、板橋区、世田谷区、調布市、小平市、西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬
板橋区志村3-29-10
市、武蔵野市、狛江市、稲城市、町田市、三鷹市

0120-999-000

12

株式会社ジェイコム東京

台東区、墨田区、杉並区、練馬区、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、中央区の各一
練馬区高野台5-22-1
部区域

0120-999-000

13

株式会社ジェイコム八王子

八王子市、あきる野市の一部、西多摩郡日の出町の一部地域
日野市の一部地域

八王子市旭町11-8 アクセスビル5Ｆ

0120-914-000

14

株式会社多摩テレビ

八王子市、多摩市、町田市、稲城市の一部

多摩市鶴牧1-24-1

042-339-5511

15

株式会社ジェイコム多摩

立川市、国立市、昭島市、東大和市、武蔵村山市全域
小平市の一部地域

立川市栄町6-1-1 立飛ビル6号館別館

0120-914-000

16

株式会社ジェイコム武蔵野三鷹

武蔵野市、三鷹市の全域、調布市、杉並区の各一部地域

三鷹市下連雀8-10-16

0120-914-000

17

多摩ケーブルネットワーク株式会社

青梅市、羽村市、福生市、瑞穂町の各一部

青梅市新町7-4-3

0428-32-1351

18

株式会社ジェイコム日野

日野市全域、八王子市、多摩市の各一部地域

日野市日野本町4-2-2

0120-914-000

19

一般財団法人首都圏ケーブルメディア

町田市、八王子市

新宿区片町4番3号

03-3355-7580

20

入間ケーブルテレビ株式会社

西多摩郡瑞穂町の一部

入間市高倉5-17-27

04-2965-0550

21

株式会社ジェイコム川口戸田

足立区入谷の一部

川口市並木1-17-12

0120-914-000

22

株式会社ジェイコム北関東

足立区の一部地域

さいたま市浦和区常盤9－34－8

0120-914-000

23

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

町田市、渋谷区、世田谷区、目黒区、大田区

川崎市高津区久本3-5-7新溝の口ビル

044-820-7500

24

ＫＤＤＩ株式会社

荒川区、北区、板橋区

新宿区西新宿2-3-2

03-6678-0553

スカパーＪＳＡＴ株式会社

２３区全域、昭島市、あきる野市、稲城市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平
市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西多摩郡日の出町、瑞穂町、西東京市、八王子
港区赤坂1-14-14
市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹
市、武蔵野市、武蔵村山市の各全域、青梅市の一部

25

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

神奈川
1

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

川崎市宮前区、中原区、高津区、麻生区、横浜市緑区、青葉区、港北区、都筑区

2

ＹＯＵテレビ株式会社

3

川崎市高津区久本3-5-7新溝の口ビル

044-820-7500

横浜市鶴見区、神奈川区、港北区の一部、川崎市川崎区、幸区

横浜市鶴見区鶴見中央1-26-1

045-503-1222

株式会社ジェイコム南横浜

横浜市金沢区、港南区、栄区、戸塚区、磯子区

横浜市港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー19Ｆ

0120-914-000

4

横浜ケーブルビジョン株式会社

横浜市旭区、泉区、保土ヶ谷区、西区全域
戸塚区、緑区、神奈川区の各一部地域

横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地横浜ビジネ
スパークウエストタワー10階

045-567-1807

5

株式会社ジェイコム湘南

横須賀市、三浦郡葉山町、逗子市（一部）、三浦市
藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡寒川町、海老名市（一部）、平塚市（一部）、鎌倉市（一部）

藤沢市辻堂神台2-2-41

0120-999-000

6

湘南ケーブルネットワーク株式会社

平塚市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、大井町、松田町

平塚市宝町3-1 平塚MNビル10階

0463-22-1213

7

株式会社ジェイコム小田原

小田原市、南足柄市、足柄上郡開成町

小田原市板橋888

0120-914-000

8

厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社

厚木市

厚木市岡田3050

046-220-2018

9

一般財団法人ケーブルシティ横浜

横浜市西区及び中区の一部

横浜市西区みなとみらい2-3-1

045-682-5370

10

株式会社ジェイコムイースト

川崎市麻生区、多摩区、横浜市青葉区、南区、磯子区、中区、西区の一部、相模原市、大
板橋区志村3-29-10
和市、秦野市の一部、伊勢原市の一部

0120-999-000

11

財団法人首都圏ケーブルメディア

横浜市緑区、青葉区、伊勢原市

新宿区片町4番3号

03-3355-7580

12

株式会社横浜都市みらい

横浜市都筑区の一部地域

横浜市都筑区荏田東4-10-2

0120-344-229

13

株式会社伊豆急ケーブルネットワーク

足柄下郡湯河原町

伊東市萩480-247

0557-35-2277

スカパーＪＳＡＴ株式会社

川崎市、横浜市、相模原市（中央区、南区）、愛甲郡愛川町、足柄上郡大井町、開成町、
中井町、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、鎌倉市、高座郡寒川町、座間市、逗子
市、茅ヶ崎市、中郡大磯町、二宮町、秦野市、平塚市、藤沢市、三浦郡葉山町、南足柄
港区赤坂1-14-14
市、大和市、横須賀市の各全域、相模原市（緑区）、愛甲郡清川村、足柄上郡松田町、足
柄下郡湯河原町、小田原市、三浦市の各一部

14

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

山梨
1

株式会社日本ネットワークサービス

甲府市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、北杜市、笛吹市、中央市、中巨摩郡昭和町、西
甲府市富士見1－4－24
八代郡市川三郷町、南巨摩郡身延町の各一部

055-251-7111

2

株式会社ＣＡＴＶ富士五湖

富士吉田市全域

富士吉田市中曽根4-10-26

0555-22-1714

3

富士川シーエーティヴィ株式会社

南アルプス市（旧中巨摩郡甲西町地区）、南巨摩郡増穂町、鰍沢町他

南巨摩郡増穂町最勝寺767

0556-22-1777

4

白根ケーブルネットワーク株式会社

南アルプス市（旧白根町地区）

南アルプス市飯野２９７０

055-282-6611

5

有限会社峡西シーエーテーブィ

南アルプス市（櫛形地区、若草地区）の一部

南アルプス市小笠原1106－2

055-283-8383

6

北杜市ケーブルテレビ

北杜市小淵沢町一部

北杜市須玉町大豆生田961－1

0551-42-1111

7

山梨ＣＡＴＶ株式会社

山梨市全域、甲州市塩山小屋敷字滑沢山

山梨市上神内川1230

0553-22-6822

8

峡東ケーブルネット株式会社

甲州市塩山、大和町一帯

塩山市上於曽1079

0553-33-2252

9

勝沼CATV株式会社

甲州市勝沼町全域

甲州市勝沼町勝沼７５６－１

0553-44-5510

10

株式会社上野原ブロードバンドコミュニケー
上野原市全域
ションズ

上野原市上野原8154-36

0554-62-5500

11

株式会社ネットワーク下部

甲府市富士見1－4－24

055-273-6200

南巨摩郡身延町（旧西八代郡下部町地区）

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

電話番号

12

株式会社 忍野シーエーティーブイ

南都留郡忍野村全域及び、南都留郡山中湖村山中と平野の一部

南都留郡忍野村内野2001

0555-84-4565

13

エルシーブイ株式会社

北社市の一部

諏訪市四賀821

0266-53-3833

14

都留市テレビ利用者組合

都留市全域（次の地域は除く-戸沢、大野、朝日、東桂、鹿留）

都留市つる3-4-19

0554-43-2542

15

北富士有線テレビ放送株式会社

南都留郡鳴沢村、富士河口湖町の各一部

南都留郡鳴沢村2920

0555-85-2331

新潟市の一部地域

新潟市中央区東出来島2－16

025-280-1200

新潟
1

株式会社ニューメディア新潟センター

2

株式会社エヌ・シィ・ティ

長岡市の一部、三条市の一部

長岡市学校町1－9－20

長岡局：
0258-33-0909
三条局：
0256-32-9090

3

上越ケーブルビジョン株式会社

上越市（旧上越市、頸城区、板倉区、大潟区）、妙高市新井

上越市西城町2－2－27

025-526-2111

4

株式会社佐渡テレビジョン

佐渡市の全域

佐渡市中興乙1497

0259-61-1212

5

糸魚川市

糸魚川市（旧能生町全域）

糸魚川市大字能生1941－2

025-566-3111

6

刈羽村

刈羽村全域

刈羽郡刈羽村大字割町新田215-1

0257-45-3913

7

ＫＤＤＩ株式会社

長岡市、新潟市西区、中央区、東区 の各一部

新宿区西新宿2-3-2

03-6678-0553

8

村上市

村上市の一部

村上市三之町1番1号

0254-53-2111

9

飯山市

妙高市の一部地域

飯山市大字飯山1110番地1

0269-62-3111

10

スカパーＪＳＡＴ株式会社

新潟市（北区、江南区、中央区、西区、東区、南区）の各一部

港区赤坂1-14-14

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

長野
1

飯山市

飯山市

飯山市大字飯山1110番地1

0269-62-3111

2

株式会社インフォメーションネットワークコ
ミュニティ

長野市（旧市部）

長野市南県町657信毎長野本社ビル9F

026-233-1713

3

株式会社テレビ松本ケーブルビジョン

松本市、塩尻市、山形村

松本市大字里山辺3044－1

0263-35-1008

4

株式会社上田ケーブルビジョン

上田市、東御市、坂城町、青木村

上田市中央6－12－6

0268-23-1600

5

株式会社飯田ケーブルテレビ

飯田市の一部

飯田市松尾明7590－1

0265-52-5406

6

エルシーブイ株式会社

岡谷市、諏訪市、茅野市、塩尻市(一部)、下諏訪町、辰野町、富士見町、原村

諏訪市四賀821

0266-53-3833

7

須高ケーブルテレビ株式会社

須坂市一部及び上高井郡小布施町全域、上高井郡高山村の一部

須坂市北横町1295－1 シルキービル3F

026-246-1222

8

伊那ケーブルテレビジョン株式会社

伊那市、箕輪町、南箕輪村の全域

伊那市西町4983－1 NCCビル

0265-73-2020

9

テレビ北信ケーブルビジョン株式会社

中野市（旧中野市全域）、下高井郡山ノ内町の一部

中野市大字中野1863-1

0269-26-0202

10

株式会社信州ケーブルテレビジョン

千曲市

千曲市大字杭瀬下4-178

026-272-1660

11

蓼科ケーブルビジョン株式会社

北佐久郡立科町の一部、佐久市の一部

北佐久郡立科町大字山部364-40

0267-56-3101

12

丸子テレビ放送株式会社

上田市の一部

上田市上丸子1572－6

0268-43-2111

13

あづみ野テレビ株式会社

安曇野市、松本市（旧梓川村）

安曇野市穂高574－5

0263-82-7860

14

株式会社エコーシティー・駒ヶ岳

駒ヶ根市、上伊那郡飯島町、宮田村、中川村

駒ヶ根市赤穂15309

0265-82-4000

15

川上村

川上村全域と南牧村の一部

南佐久郡川上村大字大深山525

0267-97-2121

16

東御市

東御市の一部

東御市大日向319

0268-67-2981

17

伊那市

伊那市長谷地域の全域

伊那市長谷溝口1204－1

0265-98-3026

18

株式会社チャンネル･ユー

松川町

下伊那郡松川町元大島３７２４－１

0265-36-2152

19

佐久ケーブルテレビ株式会社

佐久市全域

佐久市大字中込2336番地1

0267-63-4500

20

阿智村

下伊那郡阿智村浪合地域

下伊那郡阿智村浪合1018

026-547-2001

21

飯田市（竜東ケーブルテレビ、遠山郷ケーブ 竜東ケーブルテレビ 飯田市上久堅、下久堅、龍江、千代の全域
遠山郷ケーブルテレビ 飯田市上村、南信濃の全域
ルテレビ）

飯田市大久保町2534

0265-22-4511

22

木曽広域連合

木曽郡木曽町の一部、上松町、大桑村、南木曽町の全域

木曽郡木曽町日義4898-37

0264-23-1050

23

下條村ケーブルテレビ

下伊那郡下條村全域

下伊那郡下條村睦沢8801-1

0260-27-2311

24

長野市

長野市

長野市大字鶴賀緑町1613

026-226-4911

25

中野市豊田情報センター（ＴＣＶ）

中野市豊田地域（旧豊田村）

中野市大字豊津2508番地

0269-38-3111

26

高森町（高森町ケーブルテレビ）

下伊那郡高森町

下伊那郡高森町下市田2183番地1

0265-35-2321

27

南牧村

佐久市田口馬坂地区

甘楽郡南牧村大日向1098

0274-87-2011

28

白馬村

北安曇郡白馬村

北安曇郡白馬村大字北城7025

0261-72-5000

29

小谷村

北安曇郡小谷村

北安曇郡小谷村大字中小谷丙131

0261-82-2001

30

栄村

下水内郡小谷村

下水内郡栄村大字北信3433番地

0269-87-3111

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

電話番号

31

青木村

小県郡青木村

小県郡青木村大字田沢111

0268-49-0111

32

南牧村

南佐久郡南牧村全域、南佐久郡川上村樋沢地区

南佐久郡南牧村海ノ口1051

0267-96-2211

33

川上村

南佐久郡南牧村の一部、南佐久郡川上村全域

南佐久郡川上村大字大深山525

0267-97-2121

34

大町市

大町市の一部

大町市大町3887

0261-21-3805

35

南相木村

南佐久郡南相木村

南佐久郡南相木村3525番地1

0267-78-2121

36

野沢温泉村

下高井郡野沢温泉村

下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817

0269-85-3111

37

筑北村

筑北村全域

東筑摩郡筑北村坂北2187

0263-66-2211

38

北相木村

南佐久郡北相木村

南佐久郡北相木村2744

0267-77-2111

岐阜
1

シーシーエヌ株式会社

岐阜県岐阜市、関市、本巣市、各務原市、瑞穂市、羽鳥市、美濃市、本巣郡北方町、羽鳥
岐阜市須賀1－2－16
郡笠松町・岐南町、山県市、下呂市、郡上市、

058-268-2300

2

株式会社大垣ケーブルテレビ

大垣市の一部、安八郡神戸町、揖斐郡池田町、海津市、不破郡垂井町、関ヶ原町

大垣市中野町3－31

0584-82-1200

3

株式会社ケーブルテレビ可児

可児市全域

可児市広見7-90

0574-63-7211

4

株式会社インフォメーションネットワーク郡上
郡上市八幡町一円
八幡

郡上市八幡町島谷1266－1

0575-65-6288

5

おりべネットワーク株式会社

多治見市、土岐市、瑞浪市

多治見市前畑町1－65－1

0572-24-7733

6

飛騨高山ケーブルネットワーク株式会社

高山市、飛騨市の各一部

高山市上岡本町5-579

0577-33-7330

7

株式会社アミックスコム

恵那市、安八郡輪之内町の全域

恵那市長島町中野449-13

0573-20-3252

8

揖斐川町

揖斐川町の一部

揖斐川町坂内広瀬９２４

0585-21-3171

9

中部ケーブルネットワーク株式会社

加茂郡八百津町全域、各務原市、美濃加茂市、白川町、川辺町、本巣市、養老町、美濃
市、下呂市、高山市

名古屋市瑞穂区洲雲町4-45

052-858-2235

10

中部テレコミュニケーション株式会社

岐阜市、大垣市、各務原市、多治見市、可児市、岐南町、笠松町、瑞穂市、北方町、羽島
市、土岐市、美濃加茂市、本巣市、御嵩町、関市、垂井町、瑞浪市、養老町、大野町、池 名古屋市中区栄2-2-5
田町

052-740-8011

11

公益財団法人名古屋ケーブルテレビジョン

加茂郡七宗町の一部

052-917-2900

スカパーＪＳＡＴ株式会社

岐阜市、安八郡安八町、神戸町、揖斐郡池田町、大野町、可児郡御嵩町、加茂郡坂祝
町、多治見市、羽島郡笠松町、岐南町、不破郡関ヶ原町、垂井町、瑞穂市、本巣郡北方
町の各全域、および安八郡輪之内町、揖斐郡揖斐川町、恵那市、大垣市、海津市、各務 港区赤坂1-14-14
原市、可児市、加茂郡川辺町、富加町、八百津町、郡上市、関市、土岐市、中津川市、羽
島市、瑞浪市、美濃加茂市、美濃市、本巣市、山県市、養老郡養老町の各一部

12

名古屋市北区大曽根三丁目４番１２号

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

静岡
1

株式会社トコちゃんねる静岡

静岡市

静岡市清水区中之郷2-1-5

054-347-9811

2

浜松ケーブルテレビ株式会社

浜松市の一部

浜松市中区南伊場町10-12

053-458-6170

3

株式会社伊豆急ケーブルネットワーク

静岡県熱海市、伊東市、賀茂郡東伊豆町

伊東市萩480-247

0557-35-2277

4

下田有線テレビ放送株式会社

下田市の一部

下田市東本郷2-11-8

0558-22-2443

5

東伊豆有線テレビ放送株式会社

賀茂郡東伊豆町の一部

賀茂郡東伊豆町稲取3-1

0557-95-2200

6

株式会社TOKAIケーブルネットワーク

裾野市、御殿場市、駿東郡長泉町、富士市、富士宮市、沼津市、三島市、静岡市清水区
の一部、清水町、伊豆の国市の一部、田方郡函南町、焼津市、藤枝市、島田市

沼津市寿町8番28号

0120-696-942

7

株式会社御前崎ケーブルテレビ

御前崎市

御前崎市池新田7563-17

0537-86-8882

8

中部テレコミュニケーション株式会社

静岡市、浜松市、磐田市、藤枝市、掛川市、湖西市、焼津市、袋井市、菊川市、島田市、
名古屋市中区栄2-2-5
牧之原市、御前崎市、吉田町、富士宮市、富士市、熱海市、御殿場市、伊東市、沼津市、
三島市、裾野市、函南市、伊豆の国市、長泉町

9

株式会社東豆有線

伊東市の一部

スカパーＪＳＡＴ株式会社

静岡市(駿河区）、磐田市、掛川市、湖西市、御殿場市、駿東郡清水町、長泉町、榛原郡
吉田町、浜松市（中区、東区、南区）、袋井市、焼津市の各全域、および静岡市（葵区、清
水区）、熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、御前崎市、賀茂郡河津町、東伊豆町、松
港区赤坂1-14-14
崎町、菊川市、島田市、下田市、周智郡森町、裾野市、駿東郡小山町、田方郡函南町、沼
津市、浜松市（天竜区、西区、北区、浜北区）、藤枝市、富士市、富士宮市、牧之原市、三
島市の各一部

10

伊東市宇佐美1651-26

052-740-8011

0557-47-1728

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

愛知
1

スターキャット・ケーブルネットワーク株式会 名古屋市中区、東区、中村区、北区、西区、千種区、昭和区、名東区、瑞穂区、天白区、
南区、中川区、熱田区、港区、西春日井郡豊山町、北名古屋市、清洲市、岩倉市、江南市 名古屋市中区錦1-16-7
社
の各一部

052-231-2310

2

グリーンシティケーブルテレビ株式会社

名古屋市守山区、尾張旭市、瀬戸市

名古屋市守山区大森3-301

052-798-6121

3

中部ケーブルネットワーク株式会社

名古屋市緑区、春日井市、小牧市、日進市、愛知郡東郷町、豊明市、犬山市、丹羽郡扶
桑町、大口町、豊川市

名古屋市瑞穂区洲雲町4-45

052-858-2235

4

豊橋ケーブルネットワーク株式会社

豊橋市、田原市

豊橋市小畷町596

0532-56-1231

5

ミクスネットワーク株式会社

岡崎市一円

岡崎市藪田1-1-5

0564-25-2402

6

株式会社アイ・シー・シー

一宮市

一宮市栄3-7-15

0586-23-1155

7

株式会社 CAC

半田市全域、武豊町の各一部、阿久比町

半田市有楽町8-26-2

0569-21-0070

8

西尾張シーエーティーブィ株式会社

津島市、七宝町、美和町、海部郡甚目寺町、蟹江町、清洲市の各全域、名古屋市、愛西
市、稲沢市、海部郡大治町の各一部

津島市百島町字観音坊83

0567-25-8561

9

株式会社キャッチネットワーク

刈谷市、碧南市、安城市、高浜市、知立市、西尾市、幡豆郡一色町、吉良町の各全域及
び幡豆町の一部

刈谷市野田町大ヒゴ1

0566-27-2112

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

電話番号

10

ひまわりネットワーク株式会社

豊田市、三好町の一部、長久手町

豊田市若草町3-32-8

0565-35-3311

11

知多半島ケーブルネットワーク株式会社

常滑市、知多郡美浜町の全域及び南知多町、武豊町の一部

常滑市かじま台1-161

0569-34-5556

12

稲沢シーエーティヴィ株式会社

稲沢市の一部

稲沢市正明寺2-27-22

0587-24-1234

13

知多メディアスネットワーク株式会社

東海市、大府市、知多市及び知多郡東浦町

東海市大田町下浜田165

0562-33-7707

14

三河湾ネットワーク株式会社

蒲郡市、幸田町

蒲郡市港町18-23

0533-69-7767

15

中部テレコミュニケーション株式会社

名古屋市、一宮市、春日井市、日進市、岩倉市、清須市、瀬戸市、小牧市、稲沢市、尾張
旭市、北名古屋市、津島市、東海市、大府市、半田市、豊明市、弥富市、江南市、犬山
市、扶桑町、大口町、あま市、大治町、蟹江町、豊山町、東郷町、長久手町、岡崎市、安
名古屋市中区栄2-2-5
城市、豊田市、豊橋市、刈谷市、知立市、豊川市、西尾市、みよし市、愛西市、知多市、常
滑市、阿久比町、東浦町、美浜町、武豊町、碧南市、高浜市、新城市、幸田町、蒲郡市、
田原市

052-740-8011

16

北設広域事務組合

設楽町、東栄町、豊根村、全域

北設楽郡設楽町津具字下川原５－１

0536-83-5730

17

公益財団法人名古屋ケーブルテレビジョン

名古屋市、あま市、海部郡大治町、清須市、春日井市、北名古屋市、江南市、尾張旭市
の各一部

名古屋市北区大曽根三丁目４番１２号

052-917-2900

スカパーＪＳＡＴ株式会社

名古屋市、愛西市、愛知郡東郷町、海部郡大治町、蟹江町、あま市、安城市、一宮市、稲
沢市、犬山市、岩倉市、大府市、尾張旭市、春日井市、蒲郡市、刈谷市、北名古屋市、清
須市、江南市、小牧市、知立市、瀬戸市、高浜市、丹羽郡大口町、扶桑町、知多郡阿久比
町、武豊町、東浦町、美浜町、知多市、津島市、東海市、豊明市、豊川市、長久手市、西 港区赤坂1-14-14
尾市、西春日井郡豊山町、日進市、額田郡幸田町、半田市、碧南市、みよし市の各全域、
および岡崎市、新城市、田原市、知多郡南知多町、常滑市、豊田市、豊橋市、弥富市の
各一部

18

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

三重
1

株式会社ＺＴＶ

津市、亀山市、松阪市、尾鷲市、北牟婁郡紀北町、熊野市、南牟婁郡御浜町・紀宝町

津市あのつ台4丁目7番地1

059-236-5111

2

株式会社シー・ティー・ワイ

四日市市、三重郡菰野町、いなべ市、桑名市長島町、木曽岬町の各一部

四日市市本町8-2

059-353-6505

3

株式会社アイティービー

伊勢市及び鳥羽市全域、度会郡玉城町、度会町、南伊勢町、志摩市磯部町の各一部

伊勢市神田久志本町1313-2

0596-27-0700

4

松阪ケーブルテレビステーション株式会社

松阪市（一部地域を除く）、大台町、勢和村、多気町、明和町、大紀町、志摩市（磯部町地
松阪市大津町731-6
区除く）

0598-50-2200

5

伊賀上野ケーブルテレビ株式会社

伊賀市

伊賀市緑ヶ丘南町2332

0595-24-2560

6

株式会社ケーブルネット鈴鹿

鈴鹿市

鈴鹿市岸岡町1930

059-388-3311

7

株式会社アドバンスコープ

名張市の全域、伊賀市の一部（旧青山町地区）

名張市箕曲中村18-2

0595-64-7821

8

中部テレコミュニケーション株式会社

津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、朝日町、川越町、東員町、いなべ市、亀山市、菰野
町、松阪市、伊勢市、鳥羽市、玉城町、明和町

名古屋市中区栄2-2-5

052-740-8011

9

松阪市ケーブルシステム 飯南放送通信セ
松阪市飯南町
ンター

松阪市飯南町大字粥見３９５０

0598-32-4711

10

中部ケーブルネットワーク株式会社

川越町、朝日町、桑名市多度町

名古屋市瑞穂区洲雲町4-45

052-858-2235

11

株式会社ラッキータウンテレビ

三重県桑名市（旧多度町、旧長島町を除く）全域及び員弁郡東員町全域

桑名市藤が丘9-1001

0594-24-0001

12

スカパーＪＳＡＴ株式会社

員弁郡東員町、多気郡明和町、三重郡朝日町、川越町、度会郡玉城町の各全域、および
津市、伊賀市、伊勢市、いなべ市、尾鷲市、亀山氏、北牟婁郡紀北町、桑名市、志摩市、 港区赤坂1-14-14
鈴鹿市、多気郡多気町、鳥羽市、名張市、松坂市、三重郡菰野町、四日市市の各一部

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

富山
1

株式会社ケーブルテレビ富山

富山市、舟橋村の各一部地域

富山市桜橋通り3-1富山電気ﾋﾞﾙ新館3F

076-444-5555

2

高岡ケーブルネットワーク株式会社

高岡市

高岡市昭和町1-2-10

0766-26-6900

3

射水ケーブルネットワーク株式会社

射水市（旧新湊市、旧大島町）、高岡市（牧野・姫野・中曽根地区）

射水市中央町17-1

0766-82-7320

4

射水市ケーブルテレビ

射水市（旧大門町、下村、小杉町）

射水市戸破1511

0766-57-1626

5

能越ケーブルネット株式会社

氷見市の一部

氷見市幸町8-7

0766-74-1166

6

株式会社新川インフォメーションセンター

魚津市全域

魚津市釈迦堂1-14-17

0765-23-6110

7

魚津市

魚津市の一部

魚津市釈迦堂一丁目１０番１号

0765-23-1021

8

新川広域圏事務組合

黒部市、入善町、朝日町の全域

魚津市北鬼江313-2

0765-23-1024

9

小矢部市

小矢部市内全域

小矢部市本町１番１号

0766-67-1760

10

となみ衛星通信テレビ株式会社

砺波市、南砺市

南砺市八塚568-2

0763-22-7600

11

上婦負ケーブルテレビ株式会社

富山市婦中町全域

富山市婦中町羽根827-1

076-469-6661

12

氷見市

氷見市の一部

氷見市丸の内１－１

0766-74-8100

13

滑川中新川地区広域情報事務組合

滑川市、立山町、上市町の各全域

滑川市開６７６

076-474-9211

14

砺波広域圏事務組合

砺波市、南砺市

砺波市栄町7-3

0763-33-1111

石川
1

金沢ケーブルテレビネット株式会社

金沢市、能美郡川北町全域、内灘町、石川郡野々市町、河北郡津幡町の各一部

金沢市南町2-1 北國新聞会館18階

076-224-1114

2

株式会社テレビ小松

小松市、能美市

小松市園町ホ133-1

0761-23-3911

3

株式会社あさがおテレビ

白山市松任地区、鶴来地区、美川地区

白山市西新町235-1

076-274-3333

4

加賀ケーブルテレビ株式会社

加賀市

加賀市作見町ホ58-1

0761-72-8181

5

中能登町

鹿島郡中能登町

鹿島郡中能登町末坂9部46番地

0767-74-1234

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

電話番号

6

津幡町

河北郡津幡町の一部

河北郡津幡町字加賀爪ニ３番地

076-288-2121

7

宝達志水町

宝達志水町全域

羽咋郡宝達志水町子浦そ18-1

0767-29-8230

8

かほく市

かほく市全域

かほく市宇野気ニ81番地

076-283-1112

9

小松市

小松市の一部

小松市小馬出町91番地

0761-22-4111

10

志賀町

志賀町全域

羽咋郡志賀町末吉千古1番地1

0767-32-1111

11

能越ケーブルネット株式会社

羽咋市、珠洲市の全域

氷見市幸町8-7

0766-74-1166

福井
1

福井ケーブルテレビ株式会社

福井市全域

福井市豊島1-3-1

0776-20-3377

2

さかいケーブルテレビ株式会社

坂井市、あわら市

坂井市春江町江留上昭和１３１番地

0776-58-0505

3

株式会社嶺南ケーブルネットワーク

敦賀市全域

敦賀市木崎40号8-1

0770-24-2211

4

株式会社ケーブルテレビ若狭小浜

小浜市全域、大飯郡おおい町の一部（合併前の旧名田庄村地域）

小浜市小浜津島76-1

0770-52-7200

5

丹南ケーブルテレビ株式会社

越前市、鯖江市、越前町（旧朝日町、宮崎村）

越前市塚町101

0778-21-5040

6

美方ケーブルネットワーク株式会社

三方郡美浜町及び三方上中郡若狭町（旧三方町）の各全域

三方郡美浜町久々子31-2-1

0770-32-3400

7

若狭町（ケーブルネットワークかみなか）

三方上中郡若狭町（合併前の上中町の地域）

三方上中郡若狭町中央第1号1番地
若狭町役場三方庁舎 企画環境課

0770-45-9110

8

こしの国広域事務組合

福井市美山町、吉田郡永平寺町の全域

吉田郡永平寺町東古市第10号5番地

0776-63-1231

東近江ケーブルネットワーク株式会社

東近江市全域

東近江市池庄町505番地

0749-45-8391

2

株式会社ＺＴＶ

彦根市、長浜市（旧長浜市・旧東浅井郡浅井町・旧伊香郡西浅井町・旧余呉町）、米原
市、高島市朽木地区
大津市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市
近江八幡市、蒲生郡安土町

津市あのつ台4丁目7番地1

059-236-5111

3

株式会社ケイ・オプティコム

近江八幡市、大津市、草津市、長浜市、彦根市、守山市、栗東市、米原市、高島氏、野洲
市、湖南市、甲賀市、東近江市、犬上郡多賀町、豊郷町、甲良町、愛知郡愛荘町、蒲生郡 大阪市北区中之島3-3-23中之島ダイビル
日野町、竜王町

0120-34-1010

4

株式会社あいコムこうか

甲賀市の一部、湖南市の一部

0748-66-0739

スカパーＪＳＡＴ株式会社

近江八幡市、蒲生郡日野町、湖南市、守山市、野洲市の全域、および大津市、犬上郡多
賀町、愛知郡愛荘町、蒲生郡竜王町、草津市、甲賀市、高島市、長浜市、東近江市、彦根
港区赤坂1-14-14
市、米原市、栗東市の各一部

滋賀
1

5

甲賀市土山町北土山1715番地

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

奈良
1

近鉄ケーブルネットワーク株式会社

奈良市、生駒市、大和郡山市、香芝市、橿原市、桜井市、天理市、大和高田市、平群町、
三郷町、王寺町、上牧町、河合町、斑鳩町、広陵町、安堵町、川西町、三宅町、田原本
生駒市東生駒1-70-1
町、大阪府四條畷市、京都府宇治市、城陽市の一部

0743-75-5511

2

コミュニティビジョン吉野

吉野郡吉野町全域

0746-32-9090

3

株式会社ケイ・オプティコム

奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、香芝市、大和高田市、橿原市、桜井市、五條市、
御所市、葛城市、生駒郡平郡町、斑鳩町、三郷町、安堵町、北葛城郡王寺町、上牧町、河 大阪市北区中之島3-3-23中之島ダイビル
合町、広陵町、宇陀市、磯城郡川西町、田原本町、三宅町、高市郡明日香村、高取町

4

こまどりケーブル株式会社

吉野郡大淀町、黒滝村、東吉野村、川上村、天川村、上北山村、下北山村

スカパーＪＳＡＴ株式会社

生駒郡安堵町、斑鳩町、三郷町、平群町、生駒市、香芝市、葛城市、北葛城郡王寺町、河
合町、上牧町、広陵町、磯城郡川西町、田原本町、三宅町、大和郡山市、大和高田市の
港区赤坂1-14-14
各全域、および奈良市、橿原市、五條市、御所市、桜井市、高市郡高取町、天理市の各
一部

5

吉野郡吉野町大字山口971-2

生駒市東生駒1-70-1 近鉄ﾋﾞﾙ3F（近鉄ｹｰﾌﾞﾙ
ﾈｯﾄﾜｰｸ内）

0120-34-1010

0120-667-740

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

京都
1

近鉄ケーブルネットワーク株式会社

2

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM京都み 京都市上京区、中京区、下京区、南区の全域。右京区、伏見区、東山区、山科区、左京 京都市下京区木津屋橋通西洞院東入る東小
区、西京区、北区は一部地域を除く。長岡京市、向日市、乙訓郡大山崎町は一部地域を
路町606番地 三旺京都駅前ビル3階
やびじょん）
除く。八幡市の一部地域

0120-999-000

3

株式会社ＺＴＶ

京都市山科区の一部

津市あのつ台4丁目7番地1

059-236-5111

4

洛西ケーブルビジョン株式会社

京都市西京区大枝、大原野、御陵峰ヶ堂町

京都市西京区大原野東境谷町2-5-7

075-331-1411

5

株式会社KCN京都

宇治市、城陽市、京田辺市、木津川市（旧木津町エリア）の全域、相楽郡精華町の全域

相楽郡精華町光台7-11

0774-95-0082

6

京都与謝野町有線テレビ

与謝郡与謝野町

7

株式会社全関西ケーブルテレビジョン

京丹後市全域

8

株式会社ケイ・オプティコム

八幡市、京田辺市、舞鶴市、綾部市、福知山市、宇治市、城陽市、亀岡市、京都市、向日
市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、相楽郡精華町、木津川町、綴喜郡井手町、宇治 大阪市北区中之島3-3-23中之島ダイビル
田原町、南丹市、長岡京市、宮津市、京丹後市、与謝郡与謝野町

0120-34-1010

9

南山城村

南山城村

0743-93-0102

宇治市、城陽市の一部

奈良県生駒市東生駒1-70-1

京都府与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1
大阪市北区中之島3-2-4 （朝日新聞ビル13
階）

相楽郡南山城村北大河原久保14-1

0743-75-5511

0772-46-3001
06-6201-3388

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

10

11

住所

南丹市

南丹市全域

スカパーＪＳＡＴ株式会社

京都市（上京区、下京区、中京区、東山区、南区、山科区）、宇治市、乙訓郡大山崎町、木
津川市、久世郡久御山町、城陽市、相楽郡精華町、綴喜郡井手町、宇治田原町、向日市
港区赤坂1-14-14
の各全域、および京都市（右京区、北区、左京区、西京区、伏見区）、京田辺市、長岡京
市、八幡市の各一部

南丹市園部町小桜町47

電話番号

0771-63-1777

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

大阪
1

近鉄ケーブルネットワーク株式会社

四條畷市の一部

2

株式会社ベイ・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、北 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田
06-6450-1173
区、中央区及び兵庫県尼崎市、西宮市、伊丹市の各一部
センタービルディング4階

3

株式会社テレビ岸和田

岸和田市、泉北郡忠岡町の各全域

4

株式会社ケイ・オプティコム

寝屋川市、交野市、枚方市、大阪狭山市、河内長野市、高石市、富田林市、池田市、茨木
市、門真市、四条畷市、吹田市、摂津市、高槻市、大東市、豊中市、箕面市、守口市、泉
大津市、泉佐野市、和泉市、貝塚市、柏原市、岸和田市、堺市、泉南市、羽曳野市、阪南 大阪市北区中之島3-3-23中之島ダイビル
市、東大阪市、藤井寺市、松原市、八尾市、大阪市、豊能郡豊野町、能勢町、南河内郡河
南町、太子町、千早赤坂村、三島郡島本町、熊取町、田尻町、岬町、泉北郡忠岡町

5

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM大阪セ
大阪市東淀川区、淀川区、中央区、北区、都島区、城東区、東成区、鶴見区、旭区
ントラル）

大阪市中央区谷町2-9-3
ガレリア大手前ビル5階

0120-999-000

6

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM大阪）

大阪市阿倍野区、住吉区、東住吉区、平野区、生野区、天王寺区

大阪市天王寺区北河堀町1-21
北河堀ビル 3F

0120-999-000

7

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM堺）

堺市全域

堺市北区長曽根町3074-1

0120-999-000

8

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM北摂）

茨木市、摂津市、箕面市

箕面市粟生新家2-2-38

0120-999-000

9

株式会社ジェイコムウエスト（J:COMりんくう） 貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町

泉佐野市りんくう往来南2-2
りんくうエルガビル4F

0120-999-000

10

株式会社ジェイコムウエスト（J:COMかわち） 八尾市、松原市、羽曳野市、柏原市、藤井寺市

八尾市若林町1丁目87
クロスティ八尾南壱番館

0120-999-000

11

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM和泉・泉
和泉市、泉大津市
大津）

和泉市黒鳥町3-4-5

0120-999-000

12

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM南大阪） 大阪狭山市、河内長野市、富田林市の一部

大阪狭山市半田1丁目224-33

0120-999-000

13

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM豊中・池
豊中市、池田市全域
田）

豊中市岡上の町1-6-38

0120-999-000

14

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM吹田）

吹田市全域

吹田市朝日町1-501

0120-999-000

15

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM高槻）

高槻市、三島郡島本町全域

高槻市野見町4-48

0120-999-000

16

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM東大阪） 東大阪市全域

東大阪市長田東5-3-9

0120-999-000

17

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM北河内） 守口市、門真市、大東市、四条畷市、交野市（田原地区を除く）、寝屋川市

四条畷市岡山東1-2-8

0120-999-000

18

スカパーＪＳＡＴ株式会社

奈良県生駒市東生駒1-70-1

岸和田市野田町3-4-10

大阪市、池田市、泉大津市、大阪狭山市、交野市、門真市、河内長野市、吹田市、摂津
市、泉南郡熊取町、田尻町、泉南市、泉北郡忠岡町、豊中市、豊能郡能勢町、寝屋川市、
羽曳野市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市の各全域、堺市、泉佐野 港区赤坂1-14-14
市、和泉市、茨木市、貝塚市、柏原市、岸和田市、四条畷市、大東市、高石市、高槻市、
豊能郡豊能町、富田林市、阪南市、東大阪市、南河内郡太子町の各一部

0743-75-5511

0724-36-3636

0120-34-1010

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

兵庫
1

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM宝塚・川
宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
西）

宝塚市小浜3-53-2

0120-999-000

2

株式会社ジェイコムウエスト（J:COM神戸・芦 神戸市東灘区、灘区、中央区全域と兵庫区の一部、芦屋市全域
神戸市兵庫区、三木市の各一部、長田区、須磨区、垂水区、西区の各全域
屋）

神戸市東灘区御影塚町2-3-1

0120-999-000

3

姫路ケーブルテレビ株式会社

姫路市全域及び加西市の一部

姫路市豊沢町135

079-282-2111

4

株式会社明石ケーブルテレビ

明石市内全域

明石市本町2丁目1番1号

078-911-7000

5

養父市ケーブルテレビジョン情報センター

養父市全域

養父市八鹿町高柳2702-3

079-663-2600

6

洲本市（淡路島テレビジョン）

洲本市全域

洲本市本町3-4-10

7

南あわじ市（ケーブルネットワーク淡路）

南あわじ市内全域

南あわじ市市善光寺18-27

0799-43-5001

8

加東市

加東市の一部地域

加東郡社町社５０

0795-42-3301

9

神河町ケーブルテレビネットワーク

神崎郡神河町

神崎郡神河町粟賀町624-39

0790-32-2752

10

株式会社ケイ・オプティコム

神戸市、芦屋市、相生市、赤穂市、宝塚市、尼崎市、西宮市、伊丹市、川西市、三田市、
加西市、篠山市、小野市、西脇市、三木市、豊岡市、淡路市、たつの市、明石市、加古川
市、高砂市、丹波市、姫路市、洲本市、川辺郡猪名川町、神崎郡福崎町、神崎郡市川町、 大阪市北区中之島3-3-23中之島ダイビル
多可郡多可町、加古郡稲美町、加古郡播磨町、美方郡香美町、美方郡新温泉町、揖保郡
太子町、加東市、南あわじ市、赤穂郡上郡町、養父市、佐用郡佐用町

0120-34-1010

11

朝来市ケーブルテレビセンター

朝来市全域

079-677-1044

スカパーＪＳＡＴ株式会社

神戸市（須磨区、垂水区、中央区、長田区、兵庫区）、明石市、芦屋市、揖保郡太子町、加
古郡播磨町、神崎郡福崎町、高砂市の全域、および神戸市（北区、灘区、西区、東灘
区）、相生市、赤穂市、尼崎市、淡路市、伊丹市、小野市、加古川市、加古郡稲美町、加
港区赤坂1-14-14
西市、加東市、川西市、川辺郡猪名川町、神崎郡（神河町、市川町）、篠山市、佐用郡佐
用町、三田市、宍粟市、多可郡多可町、宝塚市、たつの市、西宮市、西脇市、姫路市、三
木市の各一部

12

朝来市新井193

0799-22-3321

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

和歌山
1

株式会社ジェイコムウエスト（J:COＭ和歌
山）

和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市貴志川町

和歌山市黒田39 東不動産黒田ビル2階

0120-999-000

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

2

株式会社ケイ・オプティコム

和歌山市、海南市、御坊市、橋本市、有田市、田辺市、紀の川市、岩出市、日高郡美浜
町、日高郡日高町、日高郡印南町、日高郡みなべ町、日高郡由良町、日高郡日高川町、
大阪市北区中之島3-3-23中之島ダイビル
西牟婁郡上富田町、西牟婁郡白浜町、伊都郡かつらぎ町、伊都郡九度山町、有田郡湯浅
町、有田郡有田川町、有田郡広川町、海草郡紀美野町

3

株式会社ＺＴＶ

新宮市、田辺市本宮町、東牟婁郡那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村・串本町、日高
津市あのつ台4丁目7番地1
郡日高町・日高川町・由良町、有田郡広川町

4

スカパーＪＳＡＴ株式会社

和歌山市、有田郡湯浅町、岩出市の各全域、および有田郡有田川町、広川町、有田市、
港区赤坂1-14-14
海南市、紀の川市、橋本市の各一部

電話番号

0120-34-1010

059-236-5111

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

鳥取
1

日本海ケーブルネットワーク株式会社

鳥取市、倉吉市の各一部

鳥取市富安2-137

0857-21-2255

2

株式会社鳥取テレトピア

鳥取市の一部

鳥取市安長221

0857-22-6111

3

株式会社中海テレビ放送

米子市、境港市、日吉津村、日南町、伯耆町（旧岸本町）、南部町、大山町

米子市河崎610番地

0859-29-2211

4

鳥取中央有線放送株式会社

東伯郡琴浦町の全域
東伯郡北栄町の全域
東伯郡湯梨浜町の全域

東伯郡琴浦町逢束806番地

0858-53-2565

5

伯耆町有線テレビジョン放送

伯耆町（旧溝口町地区）全域

西伯郡伯耆町吉長37-3

0859-68-3113

島根
1

山陰ケーブルビジョン株式会社

松江市内の一部

松江市学園1-2-27

0852-23-2522

2

出雲ケーブルビジョン株式会社

出雲市（旧平田市を除く）、簸川郡斐川町の全域

出雲市渡橋町２２８－１

0853-21-9811

3

奥出雲町

仁多郡奥出雲町全域

仁多郡奥出雲町大字三成358-1

0854-54-2525

4

雲南市・飯南町事務組合

雲南市、飯南町

雲南市掛合町大字掛合１２６１－３

0854-62-9550

5

鹿島ケーブルビジョン

松江市（旧鹿島町）

松江市鹿島町佐陀本郷133-2

0852-82-1111

6

浜田市（三隅町ケーブルテレビ）

浜田市三隅町全域

浜田市三隅町古市場589

0855-32-2800

7

石見ケーブルビジョン株式会社

浜田市、江津市の一部

浜田市竹迫町２８８６

0855-23-4883

8

ひらたＣＡＴＶ株式会社

出雲市（旧平田市）

出雲市平田町2110-1

0853-63-5539

9

石見銀山テレビ放送株式会社

大田市全域

大田市大田町大田ロ1089-4

0854-82-7755

10

萩ケーブルネットワーク株式会社

益田市

益田市元町11-20

0856-31-0011

11

川本町

邑智郡川本町

邑智郡川本町大字川本545-1

0855-72-0631

12

鹿足郡事務組合

鹿足郡津和野町、吉賀町

鹿足郡津和野町日原５４－２５

0856-74-2099

13

海士町

隠岐郡海士町

隠岐郡海士町海士１４９０

08514-2-0111

14

邑南町

邑智郡邑南町

邑智郡邑南町淀原153-1

0855-83-1125

岡山
1

株式会社倉敷ケーブルテレビ

岡山市の一部、倉敷市（一部地域を除く）、総社市、玉野市、早島町

倉敷市中島2661-1

086-466-1717

2

玉島テレビ放送株式会社

倉敷市の一部

倉敷市玉島阿賀崎1-1-2

086-526-7075

3

株式会社テレビ津山

津山市、勝央町、鏡野町の全域

津山市小田中1308-9

0868-24-4000

4

井原放送株式会社

井原市

井原市井原町1934-1

0866-62-8181

5

笠岡放送株式会社

笠岡市、浅口郡里庄町、浅口市

笠岡市笠岡4295-6

0865-63-6181

6

新見市

新見市全域（告知放送端末設置世帯）

新見市新見310-3

0867-72-6110

7

岡山ネットワーク株式会社

岡山市、加賀郡吉備中央町の一部、久米郡久米南町、美咲町の全域

岡山県岡山市北区新屋敷町１丁目１−１８ 山
陽新聞製作センター3F・4F

086-805-0202

8

株式会社吉備ケーブルテレビ

高梁市、新見市、加賀郡吉備中央町

岡山県高梁市落合町阿部1768-5

0866-21-0123

9

鏡野町

苫田郡鏡野町

岡山県苫田郡鏡野町竹田660

0868-54-2111

10

美作市

美作市

美作市栄町38番地2

0868-72-1111

11

矢掛放送株式会社

小田郡矢掛町全域、倉敷市真備町妹の一部

岡山県小田郡矢掛町矢掛3077-1-2

0866-84-8490

12

スカパーＪＳＡＴ株式会社

岡山市中区、浅口市、小田郡矢掛町、都窪郡早島町の各全域、および岡山市（北区、東
区、南区）、赤磐市、浅口郡里庄町、井原市、笠岡市、倉敷市、瀬戸内市、総社市、玉野
市、備前市の各一部

港区赤坂1-14-14

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

広島
1

株式会社ひろしまケーブルテレビ

広島市の全域、廿日市市の一部、安芸郡府中町、安芸郡海田町

広島市南区出汐2丁目3番24号

082-256-1811

2

株式会社ふれあいチャンネル

広島市中区、西区、安佐北区、佐伯区、安芸区、廿日市市の一部、海田町全域

広島市中区土橋町7-1
中国新聞ビル9F

082-296-5550

3

株式会社東広島ケーブルメディア

東広島市の一部

東広島市西条町御薗宇6974-2

082-424-8800

4

北広島町

山県郡北広島町全域

山県郡北広島町有田1234

0826-72-7447

5

株式会社ケーブルジョイ

神石郡神石高原町の全域、庄原市の一部

広島県府中市元町４２３−８

0847-45-0557

6

尾道ケーブルテレビ株式会社

尾道市の一部

尾道市東御所町1-20
ル１Ｆ

0848-24-0050

7

井原放送株式会社

福山市の一部地域

井原市井原町1934-1

JB本四高速尾道ビ

0866-62-8181

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

電話番号

8

三原市

三原市本郷町および久井町

三原市港町三丁目5番1号

0848-64-2111

9

株式会社三次ケーブルビジョン

三次市の一部

三次市十日市東5-19-1

0824-65-2211

10

株式会社たけはらケーブルネットワーク

竹原市の全域

竹原市中央4丁目6-16

0846-23-5330

スカパーＪＳＡＴ株式会社

広島市中区、広島市西区、広島市東区、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、安
芸郡府中町、江田島市の全域、および広島市安芸区、広島市安佐北区、広島市安佐南
港区赤坂1-14-14
区、広島市佐伯区、安芸高田市、尾道市、呉市、竹原市、廿日市市、東広島市、福山市、
府中市、三原市の各一部

11

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

山口
1

山口ケーブルビジョン株式会社

山口市、防府市、宇部市、美祢市（旧美東町）

山口市中園町7-40

083-934-1234

2

萩ケーブルネットワーク株式会社

萩市、阿武町

萩市大字江向451

0838-25-7400

3

株式会社シティケーブル周南

周南市の一部（旧徳山市及び新南陽市地区）

周南市銀座2-18

0834-21-2647

4

株式会社アイ・キャン

岩国市の一部、玖珂郡和木町

岩国市山手町1-17-3

0827-22-5678

5

Ｋビジョン株式会社

下松市、光市、周南市及び熊毛郡平生町の各一部
熊毛郡上関町の全域

下松市瑞穂町2-8-8

0833-44-4936

6

株式会社ケーブルネット下関

下関市

下関市椋野町3-25-35

0120-999-000

7

美祢市有線テレビ

美祢市（旧美祢市全域）

美祢市大嶺町東分字沖田3442-1

0837-53-1649

8

長門市ケーブルテレビ

長門市

長門市東深川1339-2

0837-23-1118

9

株式会社メディアリンク

周南市全域、下松市一部

周南市下上1043-1

0834-61-0055

10

株式会社周防ケーブルネット

柳井市の一部

柳井市南町1丁目4番3号

0820-22-6900

徳島
1

ケーブルテレビ徳島株式会社

徳島市

徳島市新蔵町1-17

088-655-4000

2

株式会社テレビ鳴門

鳴門市の一部

鳴門市撫養町立岩字四枚74番地

0886-85-7101

3

日本中央テレビ株式会社

吉野川市、小松島市

吉野川市鴨島町上下島440

0883-22-1501

4

株式会社 ひのき

北島町、松茂町 、上板町

板野郡北島町江尻字妙蛇池27-8

088-698-0811

5

国府町CATV

徳島市国府町、入田町、一宮町、不動

徳島市国府町日開813

088-642-6050

6

エーアイテレビ株式会社

板野郡藍住町及び板野町の全域

板野郡藍住町東中富字朏傍示15番地4

088-692-8223

7

阿波市ケーブルネットワーク

阿波市

阿波市土成町土成字丸山1-1

088-695-5350

8

三好市

三好市池田町（池田ケーブルネットワークの放送エリアを除く）

三好市池田町シンマチ1500-2

0883-72-7641

9

株式会社池田ケーブルネットワーク

三好市旧池田町の一部

三好市池田町ウエノ3114-3

0883-72-3399

10

株式会社東阿波ケーブルテレビ

小松島市一部

小松島市小松島町新港36番地24

0885-32-3336

11

株式会社ＳＴNet

徳島市

香川県高松市春日町1735番地3

087-887-2400

12

石井町有線放送農業協同組合

名西郡石井町

名西郡石井町高川原高川原６９−５

088-674-7667

13

阿南市

阿南市

徳島県阿南市富岡町トノ町12番地3

0884-22-1111

14

上板町有線テレビ株式会社

上板町

板野郡上板町高瀬２２８−３

088-694-7633

15

徳島県南メディアネットワーク株式会社

阿南市の一部

阿南市日開野町谷田485－1

0120-816-478

16

株式会社ケーブルテレビあなん

阿南市

阿南市宝田町今市イシン坊２７－１

0884-23-0330

17

株式会社ケーブルネットおえ

吉野川市（別紙）

吉野川市川島町三ツ島字北新田533－1

0883-26-9012

18

スカパーＪＳＡＴ株式会社

徳島市、阿波市、板野郡（藍住町、板野町、上板町、北島町、松茂町）、小松島市、名西郡
港区赤坂1-14-14
石井町、美馬郡つるぎ町、吉野川市の各全域、および阿南市、鳴門市の各一部

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

香川
1

株式会社ケーブルメディア四国（高松ケーブ
高松市
ルテレビ）

高松市番町1-6-8

087-823-6000

2

中讃ケーブルビジョン株式会社

丸亀市及び仲多度郡多度津町の全域

丸亀市天満町1-12-18

0877-24-6111

3

香川テレビ放送網株式会社

坂出市、綾歌郡宇多津町の各一部地域

坂出市京町1-6-37

0877-46-5000

4

三豊ケーブルテレビ放送株式会社

観音寺市全域（伊吹島除く）、三豊市（旧仁尾町）

観音寺市吉岡町933番地

0875-24-1844

5

さぬき市ケーブルネットワーク

さぬき市の全域

さぬき市寒川町石田東甲931

0879-43-2514

6

高松市（旧塩江町）

高松市（旧塩江町）

高松市塩江町大字安原下第2号1645

087-897-0135

スカパーＪＳＡＴ株式会社

綾歌郡綾川町、綾歌郡宇多津町、香川郡直島町、木田郡三木町、坂出市、小豆郡小豆島
町、小豆郡土庄町、善通寺市、仲多度郡琴平町の全域、および高松市、観音寺市、さぬき
港区赤坂1-14-14
市、仲多度郡多度津町、仲多度郡まんのう町、東かがわ市、丸亀市、三豊市の各一部地
域

7

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

愛媛
1

株式会社愛媛CATV

松山市、東温市、砥部町、松前町の各一部

松山市大手町1-11-4

089-943-5001

2

今治ＣＡＴＶ株式会社

今治市

今治市南大門町2-1-2

0898-22-0001

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

電話番号

3

宇和島ケーブルテレビ株式会社

宇和島市の一部

宇和島市丸之内5-4-7

0895-24-3939

4

宇和島市

宇和島市の一部

宇和島市曙町1番地

0895-24-1111

5

財団法人八西地域総合情報センター

八幡浜市、伊方町、西予市

西宇和郡伊方町川永田甲1534-1

0894-38-2211

6

株式会社ハートネットワーク

新居浜市、西条市の一部

新居浜市坂井町2-3-17

0897-32-7777

7

株式会社ケーブルネットワーク西瀬戸

大洲市、内子町の一部

大洲市徳森248

0893-25-0212

8

西予ＣＡＴＶ株式会社

西予市の一部

西予市宇和町卯之町2-449

0894-62-7811

9

上島町ＣＡＴＶ弓削局

上島町（旧弓削町地区）

越智郡上島町弓削下弓削23-1

0897-77-3951

10

四国中央市

四国中央市の一部

四国中央市三島宮川4丁目6番55号

0896-28-6000

11

株式会社四国中央テレビ

四国中央市の一部

四国中央市三島宮川4-6-48

0896-24-0130

高知
1

高知ケーブルテレビ株式会社

高知市、南国市、いの町の各一部

高知市若松町10-12

088-880-1520

2

よさこいケーブルネット株式会社

須崎市、土佐市、高岡郡中土佐町の各一部

須崎市緑町15-10

0889-43-0050

3

エフビットコミュニケーションズ株式会社

室戸市

京都市南区東九条室町23

075-672-4111

4

梼原町

高岡郡梼原町

高岡郡梼原町梼原1444-1

0889-65-1111

5

香南施設農業協同組合

香南市全域

香南市野市町西野５８１−２

0887-56-0102

6

土佐有線テレビ施設組合

土佐郡土佐町、長岡郡本山町の全域

土佐郡土佐町田井８４６－１

0887-70-1315

7

北川村

安芸郡北川村全域

安芸郡北川村野友甲1530

0887-32-1212

8

東洋町

東洋町全域

安芸郡東洋町大字生見758-3

0887-29-3111

9

四万十町

高岡郡四万十町全域

高岡郡四万十町茂串町3-2

0880-22-3124

10

西南地域ネットワーク株式会社

指宿市、四万十市の各一部

高知県宿毛市駅前町１－９０４

0880-62-0888

11

安田町

安田町

安芸郡安田町大字安田1850

0887-38-6711

福岡
1

株式会社ジェイコム九州（Ｊ：ＣＯＭ北九州、 北九州市、福岡市、古賀市、糟屋郡新宮町、糸島市（旧前原市）、
筑紫野市、糟屋郡篠栗町の一部
Ｊ：ＣOM福岡）

北九州市八幡東区東田1-6-7

0120-999-000

2

株式会社ＣＲＣＣメディア

久留米市、大川市、柳川市

久留米市百年公園1-1

0942-37-6411

3

公益財団法人福岡ケーブルビジョン

福岡市中央区、博多区、東区、早良区、南区、城南区、西区の各一部

福岡市中央区六本松1-1-10

092-724-2300

4

株式会社メック

小郡市全域、筑前町（旧三輪町）、大刀洗町

小郡市福童１９６－１

0942-41-2134

5

東峰村

東峰村全域

朝倉郡東峰村大字宝珠山 6425

0946-72-2311

6

九州通信ネットワーク株式会社

福岡市西区、福岡市早良区、福岡市中央区、福岡市博多区、福岡市城南区、福岡市東
区、福岡市南区、北九州市門司区、北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市若
松区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、北九州市戸畑区、古賀市、春日市、大野
城市、太宰府市、福津市、宗像市、糸島市、筑紫野市、小郡市、久留米市、大牟田市、筑 福岡市中央区天神１丁目１２−２０ 日之出天
後市、八女市、直方市、飯塚市、行橋市、中間市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡新宮町、糟屋 神ビルディング
宇美町、糟屋郡志免町、糟屋郡須惠町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡粕屋町、遠賀郡芦屋町、
遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、京都郡苅田町、遠賀郡水巻町、鞍手郡鞍手町、築上郡築
上町の各一部

0120-86-3727

7

うきは市

うきは市の一部

0943-75-3111

8

ケーブルステーション福岡（九州テレ・コミュ 春日市、大野城市、糟屋郡志免町の全域及び大宰府市、筑紫野市、筑紫郡那珂川町、糟
屋郡粕屋町、糟屋郡宇美町、糟屋郡須恵町、小郡市、福岡市博多区、福岡市南区、福岡 春日市昇町５－２
ニケーションズ株式会社（春日））
市東区の各一部

9

福岡市（早良区、城南区、中央区、博多区、東区、南区）北九州市（小倉南区、戸畑区、門
司区、八幡西区、八幡東区、若松区）、遠賀郡芦屋町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、遠
賀郡水巻町、飯塚市、大川市、大野城市、大牟田市、小郡市、春日市、糟屋郡(宇美町、
粕屋町、篠栗町、志免町、新宮町、須恵町、久山町) 、嘉穂郡桂川町、鞍手郡（鞍手町、
小竹町）、古賀市、田川郡（糸田町、香春町、福智町）、田川市、太宰府市、筑後市、筑紫 港区赤坂1-14-14
郡那珂川町、筑紫野市、中間市、直方市、福津市、三井郡大刀洗町、京都郡苅田町、み
やま市、八女郡広川町、行橋市の全域、および福岡市（西区）、北九州市（小倉北区）、朝
倉郡筑前町、朝倉市、糸島市、大牟田市、嘉麻市、久留米市、田川郡（大任町、川崎町）、
三潴郡大木町、京都郡みやこ町、宮若市、宗像市、柳川市、八女市の各一部

スカパーＪＳＡＴ株式会社

うきは市吉井町新治316

092-587-1800

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

佐賀
1

佐賀シティビジョン株式会社

佐賀市（旧佐賀市）、同久保田町
小城市三日月町、同牛津町、同芦刈町

佐賀市天神3-2-24

0952-24-3734

2

株式会社唐津ケーブルテレビジョン

唐津市

唐津市東大島町3-11

0955-73-5460

3

株式会社ケーブルワン

武雄市、杵島郡大町町、江北町、白石町

武雄市武雄町大字昭和360

0120-80-7511

4

伊万里ケーブルテレビジョン株式会社

伊万里市の一部

伊万里市立花町1542-21

0955-22-3506

5

西海テレビ株式会社

伊万里市東山代町一部・山代町の全域・長崎県松浦市今福町一部・調川町全域

伊万里市山代町久原2994-5

0955-28-2466

6

有田ケーブルネットワーク株式会社

有田町、武雄市山内町

西松浦郡有田町南原甲43-1

0955-43-2500

7

株式会社多久ケーブルメディア

多久市一円

多久市北多久町大字多久原2700-2

0952-75-8585

8

株式会社テレビ九州

嬉野市嬉野町の全域、武雄市山内町の一部

嬉野市嬉野町大字下野甲716-21

0954-20-2580

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

電話番号

9

藤津ケーブルビジョン株式会社

嬉野市塩田町の全域、藤津郡太良町の全域、小城市小城町の一部

嬉野市塩田町大字馬場下甲1817

0954-66-2657

10

株式会社ネット鹿島

鹿島市一円、長崎県東彼杵郡波佐見町

鹿島市古枝甲937-1

0954-63-1862

11

九州通信ネットワーク株式会社

東松浦郡玄海町の一部

福岡市中央区天神１丁目１２−２０ 日之出天
神ビルディング

0120-86-3727

12

株式会社ＣＲＣＣメディア

鳥栖市の一部

久留米市百年公園1-1

0942-37-6411

13

スカパーＪＳＡＴ株式会社

佐賀県小城市、杵島郡大町町、杵島郡江北町、多久市、鳥栖市、西松浦郡有田町、三養
基郡上峰町、三養基郡基山町の全域、および佐賀市、伊万里市、嬉野市、鹿島市、唐津 港区赤坂1-14-14
市、神埼郡吉野ヶ里町、神埼市、杵島郡白石町、武雄市、三養基郡みやき町の各一部

0570-087-235
（スカパー！カス
タマーセンター）

長崎
1

株式会社長崎ケーブルメディア

長崎市、西彼杵郡長与町、時津町の一部

長崎市勝山町37

095-828-0120

2

九州テレ・コミュニケーションズ株式会社

佐世保市一円及び北松浦郡佐々町の一部

佐世保市上京町4-4

0956-25-6388

3

株式会社ケーブルテレビジョン島原

島原市の全域、南島原市深江町の全域

島原市白土町1111

0957-63-3456

4

諫早ケーブルテレビジョン放送株式会社

諫早市の一部

諫早市福田町１８－２３

0957-22-1193

5

対馬市

対馬市

対馬市厳原町国分1441番地

0920-53-6111

6

福島テレビ共同受信組合

松浦市福島町塩浜免・端免・祝崎免 一円

松浦市福島町塩浜免679

0955-47-2152

7

平戸市

平戸市大島村地番内

平戸市岩の上町1508番地3

0950-22-4111

8

壱岐市

壱岐市全域

壱岐市郷ノ浦町本村触562番地

0920-48-1111

9

おおむらケーブルテレビ株式会社

大村市一部

大村市岩松町336-13

0957-54-3811

10

西九州電設株式会社

雲仙市、島原市、南島原市の一部

雲仙市千々石町戊714-3

0957-37-6177

11

株式会社五島テレビ

五島市富江町、岐宿町、三井楽町、玉之浦町、奈留町の全域、旧福江市の一部

五島市富江町富江191

0959-86-1910

12

株式会社西彼ケーブルネットワーク

長崎市の一部

長崎市三和町蚊焼４３１６

095-892-7690

13

株式会社ネット鹿島

長崎県東彼杵郡波佐見町

鹿島市古枝甲937-1

0954-63-1862

14

松浦ケーブル株式会社

松浦市の一部地域

松浦市志佐町浦免1530-5

0956-73-4002

熊本
1

株式会社ジェイコム熊本

熊本市中央区・東区・南区・西区・北区の各一部及び益城町、合志市、菊陽町の各一部

熊本市九品寺5丁目8番2号

0120-914-000

2

天草ケーブルネットワーク株式会社

天草市（一部地域を除く）

本渡市港町9-1

0969-22-1311

3

五木村

球磨郡五木村全域

球磨郡五木村甲字下手２６７２番地の７

0966-37-2211

4

小国町

阿蘇郡小国町全域

阿蘇郡小国町宮原1567-1

0967-46-2111

5

苓北町

天草郡苓北町

天草郡苓北町志岐600

0969-35-1111

大分
1

大分ケーブルテレコム株式会社

大分市全域、由布市、国東市の一部

大分市松が丘59-12

097-542-1121

2

ＣＴＢメディア株式会社

別府市及び速見郡日出町の各一部

別府市堀田7組-1

0977-24-3553

3

ＫＣＶコミュニケーションズ株式会社

日田市内

日田市本町6-3

0973-27-5001

4

大分ケーブルネットワーク株式会社

大分市内の一部

大分市小池原1107-1

097-558-3408

5

株式会社ケーブルテレビ佐伯

佐伯市の一部

佐伯市池船町20-3

0972-22-9811

6

佐賀関テレビ株式会社

大分市（旧佐賀関町地区）

大分市大字佐賀関2268-1-1

097-575-2110

7

豊後大野市（旧大野町）

豊後大野市（旧大野町地区）

豊後大野市大野町田中81-1

0974-34-2301

8

杵築市

杵築市

杵築市大字杵築377番地1

0978-64-0133

9

株式会社東九州放送

宇佐市

大分県宇佐市大字四日市44-21

0978-33-3322

10

国東市

国東市の一部

国東市国東町鶴川150番地1

0978-73-0200

11

中津市

中津市の一部

中津市豊田町１４番地３

0979-22-1111

12

日田市

日田市の全域（ＫＣＶ施設区域を除く）

日田市田島二丁目6番1号

0973-23-3111

宮崎
1

宮崎ケーブルテレビ株式会社

宮崎市

宮崎市祇園2丁目119番地

0985-32-8585

2

株式会社ケーブルメディアワイワイ

延岡市、日向市、門川町

延岡市愛宕町2-1-12

0982-22-1500

3

ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社 都城市、日南市、三股町

都城市平江町2街区13号

0986-27-1700

4

美郷町(旧北郷村）

東臼杵郡美郷町（旧北郷村全域）

東臼杵郡美郷町北郷区宇納間４０１

0982-62-6111

鹿児島市の一部地域

福岡市中央区天神１丁目１２−２０ 日之出天
神ビルディング

092-781-7575

都城市平江町2街区13号

0986-27-1700

鹿児島
1

九州通信ネットワーク株式会社

2

ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社 曽於市財部町、鹿児島市

事業者情報

事業者名

No.

業務区域

住所

電話番号

3

南九州ケーブルテレビネット株式会社

霧島市（国分地区一部、隼人町一部、牧園町一部）、姶良市(旧加治木町一部）

霧島市隼人町眞孝251

0995-43-0113

4

霧島市

霧島市溝辺町区域

霧島市国分中央3-45-1

0995-45-5111

5

皇徳寺ケーブルテレビ株式会社

鹿児島市の一部地域

鹿児島市皇徳寺台2-2-10

099-275-1668

6

和泊町有線テレビ

大島郡和泊町

大島郡和泊町和泊10番

0997-84-3513

沖縄
1

沖縄ケーブルネットワーク株式会社

那覇市、浦添市、南風原町、豊見城市、宜野湾市、北谷町、西原町、沖縄市、北中城村の
那覇市久茂地1-2-20
一部

098-863-1115

2

宮古テレビ株式会社

大神島を除く宮古島市全域

宮古島市平良字東仲宗根968-9

0980-72-3859

3

石垣ケーブルテレビ株式会社

石垣市の一部

石垣市登野城224-7

0980-83-0033

