Dlifeを放送しているケーブルテレビ局一覧

2018.11更新

北海道
会社名
株式会社ジェイコム札幌
（J:COM 札幌）

Dlifeチャンネル番号
CS258

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）
株式会社帯広シティーケーブル
（OCTV）
旭川ケーブルテレビ株式会社
株式会社ニューメディア 函館センター
（NCV）

BS258
BS258
BS258
BS258

放送エリア

問い合わせ先

札幌市中央区、白石区、厚別区、清田区、豊平区、南区、西区、東区、北区（一部）、手稲区（一部）、北広
島市西の里北、西の里東、虹ヶ丘

0120-999-000

苫小牧市（一部）

0144-73-1901

帯広市、本別町の各一部

0155-23-1511

旭川市の一部、鷹栖町の一部、比布町の一部

0166-22-0707

函館市 北斗市 亀田郡七飯町

0138-34-2525

青森県
会社名

放送エリア

青森県）六ヶ所村
（六ヶ所コミュニケーションテレビ）

BS258

青森県）五戸町
（五戸ケーブルテレビ）

BS258

青森ケーブルテレビ株式会社
（青森ケーブルテレビ株式会社）

BS258

六ヶ所村地域情報基盤設備設置世帯・建物かつ
BSデジタル放送が受信可能な世帯・建物

問い合わせ先
六ヶ所村サポートセンター
0120-357-727 平日9時～17時

青森県三戸郡五戸町全域
青森市の一部

0120-442-208

秋田県
会社名
ニューデジタルケーブル株式会社
（大館ケーブルテレビ）

放送エリア
BS258

大館市（一部）

問い合わせ先
0186-44-6020

岩手県
会社名

放送エリア

岩手県）宮古市
（川井テレビ）

BS258

岩手県）軽米町
（かるまいテレビ）

BS258

問い合わせ先

宮古市 川井地域

0193-76-2114

軽米町内

0195-46-2111

山形県
会社名

放送エリア

山形県）鶴岡市
（鶴岡市ケーブルテレビジョン）

BS258

株式会社ニューメディア 米沢センター
（NCV）

BS258

株式会社ダイバーシティメディア
（株式会社ダイバーシティメディア）

BS258

問い合わせ先

鶴岡市の一部地域（櫛引地域・朝日地域）

0235-57-3014
info@k-c-t.jp

米沢市 県南陽市 東置賜郡高畠町 東置賜郡川西町

0238-24-2525

山形県山形市・天童市・寒河江市・上山市・山辺町・河北町・中山町

023-624-5000（携帯/PHS着信不可）

宮城県
会社名

放送エリア

株式会社ジェイコムイースト
（J:COM 仙台キャベツ ）

CS258

仙台CATV株式会社
（キャットヴィ）

BS258

宮城ケーブルテレビ株式会社
（マリネット）

BS258

ニューデジタルケーブル株式会社
（大崎ケーブルテレビ）

BS258

ニューデジタルケーブル株式会社
（青葉ケーブルテレビ）

BS258

問い合わせ先

仙台市青葉区（一部）、泉区（一部）、宮城野区（一部）、若林区（一部）、黒川郡富谷町（一部）、黒川郡大和 0120-999-000
町（一部）
仙台市青葉区、太白区、若林区、名取市の一部

0120-340-449 /
022-225-2211（代表）

塩竈市・多賀城市・石巻市・東松島市・仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区)・名取市・七ヶ浜町・利府 0800-800-7713
町・松島町・大郷町の各一部
大崎市（一部）

0229-22-6556

仙台市（一部）・大崎市（一部）ほか

022-739-9956

福島県
会社名
株式会社ニューメディア 福島センター
（NCV）

放送エリア
BS258

福島市

問い合わせ先
0120（173）577

茨城県
会社名

放送エリア

ケーブルテレビ株式会社
（結城ケーブルテレビ）

BS258

ケーブルテレビ株式会社
（筑西ケーブルテレビ）

BS258

ケーブルテレビ株式会社
（館林ケーブルテレビ）

BS258

株式会社ＪＷＡＹ
（ＪＷＡＹ）

BS258

土浦ケーブルテレビ株式会社
（J:COM 茨城）

CS258

一般財団法人 研究学園都市コミュニティケーブルサービス
（ACCS）

BS258

問い合わせ先

結城市

0120-58-1822

筑西市 *一部の地域を除く

0120-09-1811

館林市、板倉町、明和町、千代田町、邑楽町

0120-17-1823

茨城県日立市内

0294-22-3080

土浦市、牛久市、龍ケ崎市、かすみがうら市、取手市、守谷市、石岡市、つくばみらい市、常総市、阿見町、 0120-999-000
利根町、美浦村
つくば市（一部の地域を除く） ※ＳＴＢの契約必要

029-852-6111 ※技術的なご相談は、
https://www.accs.or.jp/enquiry/accstv

栃木県
会社名

放送エリア

宇都宮ケーブルテレビ株式会社
（U・CAT・V）

BS258

ケーブルテレビ株式会社
（栃木ケーブルテレビ）

BS258

佐野ケーブルテレビ株式会社
（佐野ケーブルテレビ）
真岡市
（もおかテレビ）

BS258
BS258

わたらせテレビ株式会社
（わたらせテレビ）

BS258

テレビ小山放送株式会社
（テレビ小山放送株式会社）

問い合わせ先

宇都宮市の一部、芳賀町全域

028-638-8092

栃木市、壬生町、下野市の一部

0120-25-1819

栃木県佐野市

0283-21-2121

真岡市全域

0285-83-8496

足利市

0284-42-8111
0120-99-4111

栃木県小山市全域、下都賀郡野木町の一部、河内郡上三川町の一部

0120-344-372（携帯/PHS着信不可）
携帯・PHSから着信可能な番号
0285-23-2220

BS258

群馬県
会社名

放送エリア

株式会社ジェイコム群馬
（J:COM 群馬）

BS258

ケーブルテレビ株式会社
（館林ケーブルテレビ）

BS258

わたらせテレビ株式会社
（わたらせテレビ）

BS258

問い合わせ先

高崎市、前橋市、安中市の一部

0120-999-000

館林市、板倉町、明和町

0120-71-1823

太田市(一部)

0276-30-1234
0120-99-4111

埼玉県
会社名

放送エリア

株式会社ジェイコムさいたま
（J:COM さいたま南局）

CS258

株式会社ジェイコムさいたま
（J:COM さいたま北局）

CS258

株式会社ジェイコム東京
（J:COM 東京 東エリア局）

CS258

株式会社ジェイコムさいたま
（J:COM 東上）

CS258

株式会社ジェイコムさいたま
（J:COM 所沢）

CS258

株式会社ジェイコム北関東
(J:COM 春日部)

BS258

株式会社ジェイコム北関東
(J:COM 川越)
株式会社ジェイコム北関東
(J:COM 埼玉県央)
株式会社ジェイコム北関東
(J:COM 越谷)
株式会社ジェイコム北関東
(J:COM 草加)
株式会社ジェイコム熊谷
(J:COM 熊谷)
株式会社ジェイコム川口戸田
（J:COM 川口・戸田）
飯能ケーブルテレビ株式会社
（飯能日高テレビ）
本庄ケーブルテレビ株式会社
（本庄ケーブルテレビ株式会社）
狭山ケーブルテレビ株式会社
（狭山ケーブルテレビ）

BS258
BS258
BS258
BS258
BS258
BS258
CS128
BS258
BS258 / CS128

問い合わせ先

埼玉県さいたま市浦和区、桜区*、中央区、緑区*、南区*（*一部の地域を除く）
上尾市、伊奈町、さいたま市大宮区、北区、西区*、見沼区*（*一部の地域を除く）
和光市、新座市

0120-999-000

志木市、朝霞市*、富士見市*、入間郡三芳町*、ふじみ野市*、新座市*（*一部の地域を除く）
所沢市
春日部市、さいたま市岩槻区の各一部

0120-999-000

川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、ふじみ野市、富士見市、日高市、三芳町、鳩山町、川島町の各一部

0120-999-000

鴻巣市、北本市、桶川市、加須市、久喜市、幸手市、蓮田市、白岡市、宮代町、杉戸町の各一部

0120-999-000

越谷市、吉川市、松伏町の各一部

0120-999-000

草加市、三郷市、八潮市、川口市の各一部

0120-999-000

熊谷市、深谷市（それぞれ一部）

0120-999-000

川口市、 戸田市（それぞれ一部）

0120-999-000

飯能市、日高市

0120-54-3611
info@tv-hanno.co.jp

本庄市児玉町

0495-23-0001

狭山市

0120-340-379

千葉県
会社名

放送エリア

株式会社ジェイコムイースト
（J:COM 東関東）

CS258

株式会社ジェイコム千葉
（J:COM 木更津）

CS258

株式会社ジェイコム千葉
（J:COM 浦安）

CS258

株式会社ジェイコム千葉
（J:COM YY八千代）

CS258

株式会社ジェイコム市川
（J:COM 市川）

BS258

株式会社ジェイコム千葉セントラル
（J:COM 千葉セントラル）
株式会社ジェイコム東葛葛飾
（J:COM 東葛・葛飾）

BS258
BS258

株式会社ジェイコム船橋習志野
（J:COM 船橋・習志野）

BS258

株式会社イースト・コミュニケーションズ
（イースト・コミュニケーションズ）

BS258

成田ケーブルテレビ株式会社
（NCTV）

BS258

問い合わせ先

我孫子市、柏市、鎌ヶ谷市、野田市（一部地域除く）、白井市(一部)
木更津市、君津市、袖ヶ浦市、富津市の各一部
0120-999-000

浦安市
八千代市
市川市

0120-999-000

千葉市

0120-999-000

松戸市、流山市、野田市

0120-999-000

船橋市・習志野市

0120-999-000

千葉市緑区あすみが丘の一部

0120-336-368
query@eastcom.co.jp

千葉県成田市、富里市の一部

0120-100-197
0476-22-1001（PHSから着信可能な番号）

東京都
会社名

放送エリア

株式会社ジェイコムイースト
（J:COM 江戸川）

CS258

株式会社ジェイコムイースト
（J:COM せたまち 世田谷局）

CS258

株式会社ジェイコムイースト
（J:COM 板橋）

CS258

株式会社ジェイコムイースト
（J:COM 西東京）

CS258

株式会社ジェイコムイースト
（J:COM 調布・世田谷）

CS258

株式会社ジェイコム東京
（J:COM 東京 東エリア局）

CS258

株式会社ジェイコム東京
（J:COM 東京 南エリア局）

CS258

株式会社ジェイコム東京
（J:COM 東京 西エリア局）

CS258

株式会社ジェイコム東京
（J:COM 東京 すみだ局）

CS258

株式会社ジェイコム東京
（J:COM 東京 台東局）

CS258

株式会社ジェイコム大田
（J:COM 大田）

BS258

株式会社ジェイコム足立
（J:COM 足立）

BS258

株式会社ジェイコム港新宿
（J:COM 港・新宿）

BS258

株式会社ジェイコム東葛葛飾
（J:COM 東葛・葛飾）
株式会社ジェイコム中野
（J:COM 中野）

BS258
BS258

株式会社ジェイコム八王子
（J:COM 八王子）

BS258

株式会社ジェイコム日野
（J:COM 日野）

BS258

株式会社ジェイコム多摩
（J:COM 多摩）

BS258

株式会社ジェイコム武蔵野三鷹
（J:COM 武蔵野・三鷹）
株式会社多摩テレビ
（多摩テレビ）

BS258
CATV128

イッツ･コミュニケーションズ株式会社
(iTSCOM)

CS128

多摩ケーブルネットワーク株式会社
(TCN)

BS258

株式会社ケーブルテレビ品川
（ケーブルテレビ品川）
豊島ケーブルネットワーク株式会社
(としまテレビ）
東京ケーブルネットワーク株式会社
（東京ケーブルネットワーク）

BS258

世田谷区の一部、狛江市、稲城市の一部、町田市(一部地域を除く)
板橋区
清瀬市、小平市、西東京市、東久留米市、東村山市
調布市・世田谷区の一部
0120-999-000

練馬区、中央区（THE TOKYO TOWERS）
杉並区
小金井市、国分寺市、府中市、調布市の一部
墨田区
台東区
大田区の一部

0120-999-000

足立区

0120-999-000

港区・新宿区

0120-914-000
0120-59-1225（旧TCVエリア）

葛飾区

0120-999-000

中野区

0120-999-000

八王子市、あきる野市、日の出町の一部

0120-999-000

日野市、多摩市の一部、八王子市の一部

0120-999-000

立川市、昭島市、国立市、東大和市、武蔵村山市

0120-999-000

武蔵野市、三鷹市

0120-999-000

多摩ニュータウン及び多摩市、稲城市（平尾地区除く）

0120-118-493
customer@ttv.co.jp

渋谷区、世田谷区、目黒区、大田区、町田市 (各一部）

0120-109199
平日 9：30～20：00（年末年始を除く）
土・日・祝日 9：30～18：30

青梅市・福生市・羽村市・西多摩郡瑞穂町の一部

0428-32-1351

品川区

0570-550-470

豊島区

0120-59-5144(携帯/ＰＨＳ不可)
携帯・ＰＨＳから着信可能な番号：03-5951-4400

文京区、荒川区、千代田区の全域と新宿区、中央区の一部

0800-123-2600

BS258
BS258

問い合わせ先

江戸川区

神奈川県
会社名

放送エリア

株式会社ジェイコム湘南
（J:COM 湘南 横須賀局）

CS258

株式会社ジェイコム湘南
（J:COM 湘南 湘南局）

CS258

株式会社ジェイコムイースト
（J:COM 相模原・大和）

CS258

株式会社ジェイコムイースト
（J:COM 秦野・伊勢原局）

CS258

株式会社ジェイコムイースト
（J:COM せたまち 町田・川崎局）

CS258

株式会社ジェイコムイースト
（J:COM かながわセントラル）

CS258

株式会社ジェイコムイースト
（J:COM 横浜）

CS258

株式会社ジェイコム小田原
（J:COM 小田原）

BS258

株式会社ジェイコム鎌倉
（J:COM 鎌倉）
株式会社ジェイコム南横浜
（J:COM 南横浜）

BS258
BS258

イッツ･コミュニケーションズ株式会社
(iTSCOM)

CS128

湘南ケーブルネットワーク株式会社
（湘南ケーブルネットワーク）

BS258

YOUテレビ株式会社
（YOUテレビ）

BS258

問い合わせ先

横須賀市、葉山町、逗子市（一部）、三浦市
藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町
相模原市（一部地域除く）、大和市（一部地域除く）
秦野市（一部地域除く）、伊勢原市（一部地域除く）

0120-999-000

川崎市（麻生区・多摩区）、横浜市青葉区・相模原市の各一部（小田急線沿線）
大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横浜市瀬谷区
横浜市(南区、磯子区、中区、西区(一部))
小田原市・開成町・南足柄市（一部の地域を除く）

0120-999-000

鎌倉市、逗子市の一部

0120-999-000

横浜市（金沢区、港南区、栄区、戸塚区）

0120-999-000

横浜市：青葉区、港北区、緑区、都筑区
川崎市：宮前区、中原区、高津区
(各一部)

0120-109199
平日 9：30～20：00（年末年始を除く）
土・日・祝日 9：30～18：30

平塚市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町

0120-12-1302 （9：30～18：00）

神奈川県横浜市鶴見区、神奈川区、港北区、川崎市川崎区、幸区

0120-317-230

新潟県
会社名

放送エリア

株式会社エヌ･シィ･ティ
(エヌ･シィ･ティ長岡局 エヌ･シィ･ティ三条局)

BS258

上越ケーブルビジョン株式会社
（JCV）

BS258

株式会社ニューメディア 新潟センター
（NCV）

BS258

問い合わせ先

長岡市・三条市（それぞれ一部）

0120-080-009

上越市、妙高市の一部地区を除く

０１２０－９８８－９４５

新潟市

025-210-1200

富山県
会社名
高岡ケーブルネットワーク株式会社
(高岡ケーブルネットワーク)
能越ケーブルネット株式会社

放送エリア
BS258
BS258

問い合わせ先

高岡市

0120-976560

氷見市

0766-74-1166

石川県
会社名

放送エリア

株式会社あさがおテレビ

問い合わせ先

石川県白山市内(旧松任市FTTHエリアに限ります)

0120-084173

石川県小松市、能美市

0120-390-488

羽咋市、珠洲市、穴水町

羽咋市
珠洲市
穴水町

BS258
株式会社テレビ小松
（テレビ小松）

BS258

能越ケーブルネット株式会社
BS258

0767-22-1233
0768-82-1166
0768-52-8070

福井県
会社名

放送エリア

株式会社嶺南ケーブルネットワーク
（RCN）

BS258

こしの国広域事務組合
（こしの国ケーブルテレビ）

BS258

株式会社ケイ・オプティコム
（eo光テレビ）

問い合わせ先

福井県敦賀市全域

フリーダイヤル0120-042-212
※携帯・PHSのお客様は 0770-24-2211
受付時間：平日9：00～17：30

福井県福井市(旧美山町)及び吉田郡永平寺町

0776-63-1231
info@koshinokuni.jp

福井県小浜市・三方上中郡若狭町・大飯郡高浜町・大飯郡あおい町

0120-34-1010

BS258

山梨県
会社名

放送エリア

株式会社日本ネットワークサービス
（NNS）
BS258

河口湖有線テレビ放送有限会社
（ケーブルテレビ河口湖）

BS258

有限会社峡西シ-エーテーブイ
（有限会社峡西シ-エーテーブイ）

BS258

㈱上野原ブロードバンドコミュニケーションズ
（ＵＢＣ）
忍野シーエーティブイ
（忍野CATV）

BS258
BS258

白根ケーブルネットワーク株式会社
（白根CATV）

BS258

問い合わせ先

【NNS】甲府市（旧上九一色村除く）、韮崎市、南アルプス市（旧八田）、甲斐市、北杜市（旧明野村・旧須玉 055-251-7111
町・旧長坂町・旧小淵沢町）、笛吹市、中央市、昭和町、市川三郷町、身延町（旧中富町・旧身延町）
【NWS】身延町（旧下部）
【NWH】北杜市高根町、大泉町、小淵沢町（大東豊・篠原・女取・松向・下笹尾・高野・岩窪・宮久保・下久保・
上笹尾・尾根）
山梨県南都留郡富士河口湖町 船津、小立、浅川、河口、大石、勝山、長浜、大嵐、精進、本栖、富士ケ嶺 0555-72-1931
staff@lcnet.jp
山梨県南アルプス市櫛形地区・若草地区

055-283-8383
(日曜・祝日を除く9：00～18：00)

山梨県上野原市

0554-62-5500

山梨県の忍野村、山中湖村の一部

0555-84-4565

山梨県南アルプス市白根・芦安地区

055-282-6611

長野県
会社名
株式会社テレビ松本ケーブルビジョン
株式会社Goolight
（株式会社Goolight）

放送エリア
BS258
BS258

野沢温泉村情報センター
（テレビ菜の花）

BS258

長野県）白馬村役場
（ケーブルテレビ白馬）

BS258

長野県）小谷村
（小谷村ケーブルテレビ）

BS258

長野県）小県郡青木村
（長野県小県郡青木村）

BS258

長野県）南牧村
（八ヶ岳高原テレビジョン YKTV）

BS258

株式会社エコーシティー・駒ヶ岳
（CEK）

BS258

北相木村
（北相木村多元情報連絡施設（北相木村有線テレビ））
伊那ケーブルテレビジョン株式会社
（ＩＣＴ）
あづみ野テレビ株式会社
（あづみ野テレビ株式会社）

BS258
BS258
BS258

株式会社飯田ケーブルテレビ
（ictv）

BS258

丸子テレビ放送株式会社
（丸子テレビ放送株式会社）

BS258

エルシーブイ株式会社
（LCV）

BS258

問い合わせ先

松本市（一部地域除く）、塩尻市（一部地域除く）、朝日村、山形村

0120-40-1008

須坂市、小布施町、高山村
（一部地域を除く）

026-246-1222

野沢温泉村全域

0269-85-3111

白馬村村内

0261-72-5000（白馬村役場）
又は0261-85-0074（ケーブルテレビ指定管理者
（株）エーアイシーコミュニケーションズ）

小谷村

kikaku@vill.otari.nagano.jp

青木村内全域
長野県南佐久郡南牧村全域、及び南佐久郡川上村の一部
駒ヶ根市、飯島町、宮田村、中川村

0265-82-4000

北相木村全域

0267-77-2111

伊那市、箕輪町、南箕輪村

0265-73-2020

安曇野市 松本市（梓川地区）

0120-353-055

松川町、高森町、豊丘村、飯田市、喬木村、阿智村、阿南町、天龍村

0265-52-5406

長野県上田市の一部（丸子、武石地域の全域）

0120-860-654
0268-43-2111
info@marukotv.jp

諏訪市 ※一部エリアを除く

0120-123-833
（受付時間）9：00～18：00

静岡県
会社名

放送エリア

株式会社 トコちゃんねる静岡
（トコちゃんねる静岡）

BS258

静岡県静岡市 葵区・駿河区・清水区

中部テレコミュニケーション株式会社
（コミュファ光テレビ）

BS258

浜松ケーブルテレビ株式会社
（ケーブル・ウィンディ）

CS271

問い合わせ先

一部エリアをのぞく県内全域

0120-275-340
（受付時間 9：00～17：30 日・祝日・年末年始
を除く)
0120-218-919

浜松市、袋井市、湖西市 ※一部エリアを除く

0120-87-6170

愛知県
会社名

放送エリア

株式会社キャッチネットワーク
(キャッチネットワーク）

CS271

グリーンシティケーブルテレビ株式会社
（グリーンシティ)

CS271

公益財団法人名古屋ケーブルビジョン
（NCV）
スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社
（スターキャット）
中部テレコミュニケーション株式会社
（コミュファ光テレビ）
西尾張シーエーティーヴィ株式会社
（クローバーTV)
ひまわりネットワーク株式会社
（ひまわりネットワーク）
三河湾ネットワーク株式会社
（三河湾ネットワーク）
ミクスネットワーク株式会社
（ミクスネットワーク）
豊橋ケーブルネットワーク株式会社
(ティーズ）
中部ケーブルネットワーク株式会社
（ＣＣＮｅｔ）
知多メディアスネットワーク株式会社
（知多メディアスネットワーク）
株式会社ＣＡＣ
(株式会社ＣＡＣ）
知多半島ケーブルネットワーク株式会社
（知多半島ケーブルネットワーク株式会社）
株式会社アイ・シー・シー
（ICC）

BS258
BS258
BS258
CS271
CS271
CS271
CS271
CS271
CS271
CS271
BS258
CS271
BS258

問い合わせ先

刈谷市・安城市・知立市・碧南市・高浜市・西尾市

0120-2-39391

名古屋市守山区、尾張旭市、瀬戸市
※一部地域を除く

0120-150-676

岐阜県七宗町の一部、名古屋市及びその周辺の一部

052-261-2911
ncv-info@f-ncv.org

名古屋市（守山区・緑区を除く）、北名古屋市、岩倉市、江南市、豊山町、清須市西枇杷島町（一部）・春日
（一部）

0120-181-374

一部エリアをのぞく県内全域

0120-218-919

津島市、愛西市、あま市、海部郡大治町、海部郡蟹江町、稲沢市平和町、弥富市
※ 一部サービスをご提供できない区域がございます。

0120-240-968

豊田市、みよし市、長久手市

0120-210114

蒲郡市、幸田町

0120-794934

岡崎市

0120-345739

豊橋市・田原市・新城市

0120-816-142

春日井市、小牧市、名古屋市緑区、豊明市、日進市、東郷町、犬山市、扶桑町、大口町、豊川市

0120-441061

東海市・大府市・知多市・東浦町

0120-23-7707

半田市、知多郡阿久比町、知多郡武豊町の一部

0569-21-0070

常滑市、知多郡武豊町、知多郡美浜町、知多郡南知多町

0120-344-868

愛知県一宮市

0120-993-138

岐阜県
会社名

放送エリア

株式会社アミックスコム

恵那市 （0120-927-528）
輪之内町 （0120-105-602）
※携帯・PHSから着信可能な番号
⇒0573-20-3252 / 0584-78-0302

多治見市、土岐市、瑞浪市

0572-24-7733

岐阜県大垣市、揖斐郡池田町、安八郡神戸町、海津市、不破郡垂井町、関ケ原町

0584-82-1200
oct@ogaki-tv.co.jp

可児市、可児郡御嵩町

0120-039-479

BS258
おりべネットワーク株式会社
（おりべネットワーク）
株式会社大垣ケーブルテレビ
（大垣ケーブルテレビ）
株式会社ケーブルテレビ可児
（CTK）
シーシーエヌ株式会社
（シーシーエヌ）

CS271
BS258
BS258

CS271

中部テレコミュニケーション株式会社
（コミュファ光テレビ）

BS258

飛騨高山ケーブルネットワーク株式会社
（飛騨高山ケーブルネットワーク）

CS271

中部ケーブルネットワーク株式会社
（ＣＣＮｅｔ）

CS271

問い合わせ先

岐阜県恵那市、岐阜県安八郡輪之内町

FTTHエリア（BSパススルー配信有り）：岐阜県岐阜市、関市、各務原市、本巣市の各一部並びに岐阜県羽 0120-344-893
島市、瑞穂市、本巣郡北方町、羽島郡笠松町・岐南町、美濃市の各全域
HFCエリア（BSパススルー配信無し）：岐阜県岐阜市、関市、各務原市、本巣市、瑞穂市の各一部並びに岐
阜県羽島市、本巣郡北方町、羽島郡笠松町・岐南町、美濃市の各全域
一部エリアをのぞく県内全域

0120-218-919

高山市全域、飛騨市（古川町の一部、神岡町の一部）

0800-200-8688

各務原市（旧川島町を除く）、美濃加茂市、川辺町、白川町、八百津町、養老町、本巣市

0120-441061

三重県
会社名

放送エリア

伊賀上野ケーブルテレビ株式会社
（ICT）

BS258

株式会社ケーブルネット鈴鹿
（CNS）

BS258

株式会社シー・ティー・ワイ
（CTY）

BS258

中部テレコミュニケーション株式会社
（コミュファ光テレビ）
株式会社アドバンスコープ
（株式会社アドバンスコープ）
中部ケーブルネットワーク株式会社
（ＣＣＮｅｔ）

BS258
BS258
CS271

問い合わせ先

伊賀市（旧青山町除く）

0120－959-734

鈴鹿市

ＴＥＬ：0120-173734
Ｅ－ｍａｉｌ：eigyou@cns-tv.co.jp

四日市市、いなべ市、三重郡菰野町、桑名市長島町、桑名郡木曽岬町

0120-30-6500

名張市をのぞく県内全域

0120-218-919

三重県名張市全域、三重県伊賀市一部地区（旧青山町地区）

0595-64-7821

川越町、朝日町、桑名市多度町

0120-441061

滋賀県
会社名

放送エリア

問い合わせ先

株式会社ケイ・オプティコム
（eo光テレビ）

BS258

甲賀郡有線放送農業協同組合
（甲賀郡有線放送農業協同組合）

BS258

大津市、草津市、守山市、栗東市、高島市、彦根市、長浜市、米原市、甲賀市、湖南市、野洲市、近江八幡 0120-34-1010
市、東近江市、愛知郡愛荘町、犬上郡豊郷町、犬上郡多賀町、犬上郡甲良町、蒲生郡竜王町、蒲生郡日
野町
滋賀県甲賀市水口町・土山町・甲賀町 湖南市の一部
0748-62-0549
info@kouka.ne.jp

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 京都みやびじょん）

CS258

京都市（上京区、中京区、下京区、南区、北区、西京区、東山区、山科区、左京区、右京区、伏見区）、向日 0120-999-000
市、長岡京市、大山崎町

株式会社ケイ・オプティコム
（eo光テレビ）

BS258

京都市、舞鶴市、八幡市、京田辺市、亀岡市、福知山市、長岡京市、向日市、綾部市、宇治市、城陽市、木 0120-34-1010
津川市、相楽郡精華町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、宮津
市、京丹後市、与謝郡与謝野町、南丹市

株式会社ＫＣＮ京都
(ＫＣＮ京都）

CS128

京都府
会社名

京都府）南山城村
（南山城村高度情報ネットワーク）

放送エリア

BS258

問い合わせ先

京都府 宇治市・城陽市・木津川市・京田辺市・精華町

0120-114-368（木津川市・京田辺市・精華町）
0120-333-990（宇治市・城陽市）

南山城村全域

0743-93-0102

大阪府
会社名

放送エリア

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 和泉・泉大津）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 大阪）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM かわち）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 堺）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 北摂）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 南大阪）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM りんくう）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 大阪セントラル）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 北河内）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 吹田）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 高槻）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 豊中・池田）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 東大阪）

CS258

株式会社ケイ・オプティコム
（eo光テレビ）
BS258

株式会社ベイ・コミュニケーションズ
（Baycom）

近鉄ケーブルネットワーク株式会社
（ＫＣＮ）

BS258

問い合わせ先

和泉市、泉大津市
大阪市阿倍野区、住吉区、東住吉区、平野区、生野区、天王寺区
松原市、藤井寺市、八尾市、柏原市、羽曳野市
堺市
箕面市、茨木市、摂津市
大阪狭山市、河内長野市、富田林市
貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町

0120-999-000

都島区、城東区、東成区、鶴見区、旭区、東淀川区、淀川区、中央区、北区
守口市、門真市、大東市、四條畷市、交野市、寝屋川市
吹田市
高槻市・島本町
豊中市・池田市
東大阪市
大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、東大阪市、泉大津市、貝塚市、守口市、八尾市、泉佐野市、松 0120-34-1010
原市、大東市、和泉市、柏原市、羽曳野市、門真市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、阪南市、寝屋川市、枚
方市、交野市、茨木市、箕面市、摂津市、大阪狭山市、堺市、河内長野市、高石市、富田林市、岸和田市、
三島郡島本町、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、南河内郡太子町、南河内郡河南町、南河内
郡千早赤阪村、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町、泉北郡忠岡町
大阪市西淀川区・福島区・西区・大正区、北区の一部
※一戸建て住宅のみ

0120-40-1173
年中無休 9：00～20：00
※年末年始は9：00～18：00

四条畷市の一部

0120-333-990

CS128

兵庫県
会社名

放送エリア

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 神戸・芦屋）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 神戸・三木）

CS258

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 宝塚・川西）
株式会社ケイ・オプティコム
（eo光テレビ）

株式会社ベイ・コミュニケーションズ
（Baycom）

兵庫県神河町
（神河町ケーブルテレビネットワーク）

問い合わせ先

神戸市東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、芦屋市
神戸市長田区、須磨区、垂水区、西区／三木市

CS258

BS258

BS258

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、 0120-34-1010
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、加東
市、洲本市、南あわじ市、川辺郡猪名川町、神崎郡福崎町、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、神埼郡市川町、赤穂郡上郡町、養父市
尼崎市、伊丹市
0120-40-1173
※一戸建て住宅のみ
年中無休 9：00～20：00
※年末年始は9：00～18：00
兵庫県神河町全域

BS258

0120-999-000

宝塚市、川西市、猪名川町、三田市

0790-32-2752

奈良県
会社名
株式会社ケイ・オプティコム
（eo光テレビ）

放送エリア

BS258

近鉄ケーブルネットワーク株式会社
（ＫＣＮ）

こまどりケーブル株式会社
（こまどりケーブル）

CS128

BS258

問い合わせ先

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、 0120-34-1010
生駒郡平群町、生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡安堵町、磯城郡川西町、磯城郡三宅町、磯城郡田
原本町、高市郡高取町、高市郡明日香村、北葛城郡上牧町、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町、北葛城
郡河合町、宇陀市、吉野郡大淀町
奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、橿原市、香芝市、桜井市、葛城市、御所市、王寺町、五條市（旧西 0120-333-990
吉野村・旧大塔村を除く）、大和高田市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、上
牧町、河合町、広陵町、高取町、明日香村
大淀町、黒滝村、東吉野村、川上村、上北山村、下北山村、天川村、曽爾村、御杖村、十津川村、奈良市
（月ヶ瀬・都祁)、山添村、宇陀市、五條市（西吉野・大塔）、吉野町、下市町、野迫川村

0120-667-740

和歌山県
会社名

放送エリア

株式会社ジェイコムウエスト
（J:COM 和歌山）

CS258

株式会社ケイ・オプティコム
（eo光テレビ）

BS258

和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市貴志川町

問い合わせ先
0120-999-000

和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、紀の川市、岩出市、伊都郡かつらぎ町、有田郡湯 0120-34-1010
浅町、有田郡有田川町、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、西牟婁郡上富
田町、西牟婁郡白浜町、日高郡由良町、有田郡広川町、日高郡日高川町、伊都郡九度山町、海草郡紀美
野町

鳥取県
会社名
日本海ケーブルネットワーク株式会社
（日本海ケーブルネットワーク）

放送エリア
鳥取県鳥取市、倉吉市、東伯郡三朝町、岩美郡岩美町
BS258

問い合わせ先
0800-123-2255
※PHS/IP電話のお客様は
0857-21-2255

島根県
会社名

放送エリア

出雲ケーブルビジョン株式会社
（ICV）

BS258

石見ケーブルビジョン株式会社
（石見ケーブルビジョン）

BS258

鹿足郡事務組合
（サンネットにちはら）

BS258

島根県）邑南町
（おおなんケーブルテレビ）

BS258

島根県）邑智郡川本町
（まげなねっとかわもと）

BS258

島根県）海士町
（あまコミュニティチャンネル）

BS258

問い合わせ先

出雲市（旧平田市をのぞく）

0853-21-9811

浜田市（三隅町除く）・江津市の一部

0855-23-4883

鹿足郡津和野町・吉賀町の全域
邑南町全域

support@ohtv.ne.jp

川本町内全域・美郷町乙原の一部

川本町役場政策推進課
0855-72-0634

島根県隠岐郡海士町内全域

08514-2-0115

岡山県
会社名

放送エリア

笠岡放送株式会社
（ゆめネット笠岡放送）

BS258

岡山県）鏡野町
（鏡野町有線テレビ）

BS258

岡山県）美作市
（美作市ケーブルテレビ）

BS258

岡山県）井原市
（icv）

BS258

問い合わせ先

岡山県笠岡市、浅口市、里庄町

0865-63-6181

苫田群 鏡野町全域

0868-52-2213
catv@town.kagamino.lg.jp

岡山県美作市全域、岡山県英田郡西粟倉村全域

0868-72-6631
joho@city.mimasaka.lg.jp

井原市

0120-939-887

広島県
会社名

放送エリア

株式会社ちゅピＣＯＭひろしま
（ちゅピCOM ひろしま）

BS258

株式会社ちゅピＣＯＭふれあい
（ちゅピＣＯＭふれあい）

BS258

株式会社ケーブル・ジョイ
（ケーブル・ジョイ）

BS258

株式会社ちゅピＣＯＭおのみち
（ちゅピCOMおのみち）

BS258

問い合わせ先

広島市，呉市，廿日市市，安芸郡府中町，海田町，坂町，熊野町の各一部

ちゅピCOMひろしまお客さまセンター
フリーダイヤル0120-085-340

広島市（中区・西区・安佐北区・佐伯区・安芸区）・廿日市市・安芸郡海田町・大竹市

ちゅピCOMふれあい お客さまセンター
フリーダイヤル0120-276-201

広島県神石高原町全域及び庄原市のごく一部（神石高原かがやきネットエリアのみ）

(0847)45-0557

尾道市の一部

0120-59-0050

山口県
会社名

放送エリア

株式会社ケ－ブルネット下関
（J:COM 下関）

CS258

株式会社周防ケーブルネット
（SCN）

BS258

株式会社メディアリンク
（エムネット）

BS258

株式会社アイ・キャン
（アイ・キャン）

0120-999-000

山口県柳井市の一部

0120-871-340
with-CATV@snettv.co.jp

山口県周南市一部、下松市一部

0834-61-0055
Email:medialink@m-netbb.com

山口県岩国市、玖珂郡和木町、大島郡周防大島町

0120‐189234
※携帯・PHSのお客様は 0827-22-5678

山口県周南市内全域 ※旧熊毛町除く

0120-21-2647

BS258

株式会社 シティーケーブル周南
（株式会社 シティーケーブル周南）

問い合わせ先

下関市

BS258

徳島県
会社名

放送エリア

エーアイテレビ株式会社
（エーアイテレビ）

BS258

株式会社ひのき
（キューテレビ）

BS258

徳島県南メディアネットワーク株式会社
（県南てれび）

BS258

ケーブルテレビ徳島株式会社
（テレビトクシマ）

BS258

株式会社ケーブルネットおえ
（ケーブルネットおえ）

BS258

日本中央テレビ株式会社
（中央テレビ）

BS258

株式会社テレビ鳴門

BS258

問い合わせ先

板野郡藍住町、板野町

0120-40-8223
info@aitv.co.jp

徳島県板野郡北島町・松茂町・上板町 全域

088-698-0811

徳島県阿南市

0120-816-478

徳島県徳島市（一部）、徳島県名西郡神山町及び名東郡佐那河内村の全域、徳島県美馬市の全域、徳島
県勝浦郡勝浦町、上勝町の全域、徳島県海部郡美波町、牟岐町、海陽町の全域、徳島県三好郡東みよし
町の全域
吉野川市全域（一部除く）

088-655-4000

徳島県吉野川市・小松島市 全域

０８８３－２２－５０１

徳島県鳴門市

088-685-7101

0883-26-9012

香川県
会社名
中讃ケーブルビジョン株式会社
（中讃テレビ）

三豊ケーブルテレビ放送株式会社
（三豊ケーブルテレビ）
香川テレビ放送網株式会社
（ＫＢＮ）

放送エリア

BS258
BS258

問い合わせ先

香川県丸亀市・多度津町・まんのう町・琴平町

0120-088-788
※PHS/IP電話のお客様は
0877-24-6111
eigyou@cvc.co.jp

香川県三豊市三野町・豊中町の全域

0875-24-1844

BS258

香川県坂出市・綾歌郡宇多津町

三豊市山本町・高瀬町の一部

FTTHエリアのみ（且つ、BSパススルーでのみ視聴可能）

０８７７－４６－５０００

愛媛県
会社名
西予CATV株式会社
（西予ＣＡＴＶ）

放送エリア
BS258

愛媛県西予市全域

問い合わせ先
0894-62-7811

高知県
会社名

放送エリア

エフビットコミュニケーションズ株式会社
（むろと光サービス）

BS258

高知ケーブルテレビ株式会社
（KCB高知ケーブルテレビ）

BS258

香南施設農業協同組合
（香南ケーブルテレビ）
高知県)安田町
（安田町サブセンター）
土佐有線テレビ施設組合
（ＴＹＴＶ）

BS258
BS258
BS258

問い合わせ先

高知県室戸市全域

0120-13-6610
muroto-info@fbit.co.jp

高知県高知市の一部 及び 南国市の一部 吾川郡いの町の一部（且つ、ＢＳパススルーでのみ視聴可
能）

0120-801-520

高知県香南市

0887-56-0102

安田町全域

0887-38-6711

長岡郡 本山町 土佐郡 土佐町

laugh7010@icloud.com

福岡県
会社名
株式会社ジェイコム九州
（J:COM 北九州）

放送エリア
CS258

株式会社ジェイコム九州
（J:COM 福岡）

CS258

九州テレ・コミュニケーションズ株式会社
（ケーブルステーション福岡）

BS258

株式会社メック
（ケービレッジ）

BS258

福岡県）うきは市役所
（うきはの森ケーブルテレビ放送施設）

BS258

株式会社QTnet
（BBIQ光テレビ）
BS258

問い合わせ先

北九州市、遠賀郡水巻町・遠賀町・岡垣町、宗像市、福津市、中間市、福岡市、古賀市、糟屋郡新宮町・粕 0120-999-000
屋町、糸島市
※上記の一部地区を除く
福岡市、古賀市、糟屋郡新宮町・粕屋町、糸島市
※上記の一部地区を除く
福岡県春日市星見ヶ丘１・２・３丁目

092-587-1800
infome@csf.ne.jp

福岡県小郡市、大刀洗町、筑前町

mago@mecc.co.jp

福岡県うきは市浮羽町姫治地区

0943-75-3111
kikaku@city.ukiha.lg.jp

北九州市、遠賀郡芦屋町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、遠賀郡水巻町、直方市、飯塚市、京都郡苅田 0120-86-3727
町、京都郡みやこ町、行橋市、中間市、鞍手郡鞍手町、鞍手郡小竹町、築上郡築上町、嘉穂郡桂川町、嘉
麻市、宮若市、築上郡吉富町、豊前市、福岡市、福津市、宗像市、糸島市、春日市、大野城市、太宰府市、
筑紫野市、筑紫郡那珂川町、古賀市、糟屋郡新宮町、糟屋郡宇美町、糟屋郡志免町、糟屋郡須惠町、糟
屋郡篠栗町、糟屋郡粕屋町、糟屋郡久山町、筑紫野市、小郡市、朝倉郡筑前町、久留米市、大牟田市、筑
後市、八女市、八女郡広川町
※上記のうち、一部地域を除く

佐賀県
会社名

放送エリア

株式会社ネット鹿島
（鹿島ケーブルテレビ）

BS258

藤津ケーブルビジョン株式会社
（はがくれテレビ）

BS258
BS258

株式会社 ケーブルワン
（ケーブルワン）

CATV128

佐賀シティビジョン株式会社
（ぶんぶんテレビ）
伊万里ケーブルテレビジョン株式会社
（アイテレビ）
株式会社 唐津ケーブルテレビジョン
（ぴ～ぷる）
株式会社 多久ケーブルメディア
（株式会社 多久ケーブルメディア）
有田ケーブル・ネットワーク株式会社
（いれぶんてれび）

CATV128
CATV128
CS128
BS258
BS258

問い合わせ先

佐賀県鹿島市一円

0954-63-1862
catv-ka@po.asunet.ne.jp

嬉野市塩田町全域

0954-66-2657
http://www.hagakure.ne.jp

武雄市若木町・武内町・西川登町、杵島郡白石町の一部
武雄市内（山内町除く）、杵島郡大町町・江北町・白石町

武雄本社 ０１２０－８０－７５１１
白石営業所 ０１２０－１２－４６１４

佐賀市全域・神埼市全域・小城市（小城町の一部除く）・吉野ヶ里町（松隈全域・石動の一部）

0120-55-3734

伊万里市(山代町全域、東山代町の一部、波多津町の一部を除く)

0955-22-3506
info@i-catv.co.jp

佐賀県唐津市（鎮西町、呼子町を除く）

0120-34-9686

多久市内一円

0952-75-8585

西松浦郡有田町（旧 西有田地区）武雄市山内町大野・宮野地区（一部除く）

0955-43-2500

長崎県
会社名
株式会社コミュニティメディア
（対馬市CATV）
福島テレビ共同受信組合

放送エリア
BS258
BS258

壱岐ビジョン株式会社
（壱岐市ケーブルテレビ）

BS258

長崎県）対馬市
（対馬市ＣＡＴＶ）

BS258

長崎県）平戸市
（平戸市ふるさと大島情報提供施設）

BS258

株式会社ネット鹿島
（波佐見ケーブルテレビ）

BS258

西九州電設株式会社
（ひまわりてれび）

BS258

株式会社長崎ケーブルメディア
（NCM）

BS258

問い合わせ先

対馬市全域

0920-54-8170

長崎県松浦市福島町塩浜免・端免一円

0955-47-2152

壱岐市内全域

壱岐ビジョンカスタマーセンター
0800－600－0039

対馬市全域
平戸市大島村地番内

0950-55-2511
o_shimin@city.hirado.lg.jp

長崎県東彼杵郡波佐見町一円

0954-63-1862
catv-ka@po.asunet.ne.jp

長崎県雲仙市・島原市・南島原市

0957-37-6177
info@himawarinet.ne.jp

長崎市、西海市、西彼杵郡長与町、時津町

095-828-0120

熊本県
会社名

放送エリア

株式会社ジェイコム熊本
（J:COM熊本）

BS258

熊本県）球磨村役場
（球磨村）

BS258

熊本県）五木村
（いつきチャンネル）

BS258

熊本県）苓北町
（苓北町CATV）

BS258

株式会社QTnet
（BBIQ光テレビ）

BS258

問い合わせ先

熊本市、益城町、菊陽町、合志市など2市2町の一部

0120-999-000

球磨郡球磨村全域

0966-32-1138

球磨郡五木村全域
熊本県天草郡苓北町全域

0969-35-1111

熊本市、宇土市、宇城市、合志市、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町
※一部地域を除く

0120-86-3727

大分県
会社名
株式会社東九州放送
（HKB）

放送エリア
BS258

都市ケーブル管理株式会社
東大分システム株式会社
（ＥＯＳ）

BS258
BS258

大分ケーブルテレコム株式会社
（J:COM 大分）

BS258
STB経由：C019

問い合わせ先

大分県宇佐市

0978-33-3322

大分市にじが丘団地 椎迫1組～5組 大分市高尾台団地 おおい王子山の手、王子新町 他

097-551-5546

大分市大字佐賀関、一尺屋、白木、志生木、大平、本神崎、馬場、木佐上、坂ノ市、大在

097-575-2110
sekitv@luck.ocn.ne.jp

大分市、津久見市、由布市の一部光エリア（STB経由の場合：集合住宅は光導入済み物件に限ります）

097-542-1121
oct-admn@oct-net.ne.jp

鹿児島県
会社名

放送エリア

ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社
（BTV 志布志局）

BS258

和泊町役場
（和泊町有線テレビ）

BS258

株式会社QTnet
（BBIQ光テレビ）

BS258

問い合わせ先

志布志市（有明町・松山町・志布志町）

099-479-3600

和泊町

０９９７－８４－３５１３

鹿児島市

※一部地域を除く

0120-86-3727

沖縄県
会社名
沖縄ケーブルネットワーク株式会社
（OCN）
宮古テレビ株式会社

放送エリア
BS258
BS258

問い合わせ先

那覇市、浦添市、豊見城市、宜野湾市、北谷町、西原町、南風原町、沖縄市（一部）、北中城村（一部）

098-863-4141
support@nirai.ne.jp

宮古島圏域

0980-72-3859

