
 

 

 

    

     平成 21 年 9 月 15 日                                    

                                              ＮＴＴ東日本長野支店 

 

                                  

～光ファイバーによる最大１００Mbps のインターネットアクセスライン～ 

「「「「フレッツフレッツフレッツフレッツ    光光光光ネクストネクストネクストネクスト」」」」 ののののサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供エリアエリアエリアエリア拡大拡大拡大拡大についてについてについてについて    
－平成21 年9 月16 日（水）より事前受付開始－ 

 

 

ＮＴＴ東日本長野支店（長野県長野市新田町1137番5号 支店長 立花 研司）は、次世代ネットワーク（ＮＧ

Ｎ）※１を活用した光ブロードバンドサービス「フレッツ 光ネクスト」について、上高井郡小布施町、須坂市、北安

曇郡白馬村、大町市、北安曇郡松川村、北安曇郡池田町の一部地域で平成21 年10 月1 日（木）より、下高井

郡山ノ内町、中野市の一部地域で平成21 年10 月15 日（木）よりサービス提供を開始します。 

 

信頼性に優れ、今後の新たなサービスの可能性を広げる「フレッツ 光ネクスト」のサービス提供により、

より多くのお客様に、より安心・便利に光ブロードバンドサービスをご利用いただきたいと考えておりま

す。 
 

※１ 次世代ネットワーク（ＮＧＮ）とは、従来の電話網がもつ信頼性・安定性を確保しながら、ＩＰネットワークの柔軟性・経済性を備えた、安心で

快適な次世代の情報通信ネットワークです。 

  

 

1．提供開始エリア及び提供開始時期について 

 

事前受付開始日：平成21 年9 月16 日（水） 

提 供 開 始 日：平成21 年10 月1 日（木） 

市町村 町丁目※2 

飯山市 
大字飯山、大字大池、大字小沼、大字木島、大字小佐原、大字坂井、大字静

間、大字下木島、大字神堂、大字野坂田、南町 

上高井郡小布施町 全域 

須坂市 

大字相之島、旭ヶ丘、大字井上、大字小河原、大字亀倉、北相之島、 

大字九反田、大字幸高、大字小島、大字小山、大字五閑、大字坂田、 

大字塩川、大字塩野、大字須坂、大字高梨、大字栃倉、大字豊丘、大字中島、

大字仁礼、大字沼目、大字野辺、大字八町、大字日滝、大字福島、望岳台、 

明徳、大字村山、大字八重森、大字米子、大字米持、田の神、豊島、 

墨坂南１～５丁目、墨坂１～５丁目、臥竜１～６丁目 

北安曇郡白馬村 
大字北城白馬町、大字北城八方、大字北城八方口、大字北城深空、 

大字北城瑞穂、大字北城エコーランド、大字北城みそら野、大字北城和田野 



大町市 大字大町、平、常磐、大字社、社 

北安曇郡池田町 大字会染、大字池田、大字中鵜 

北安曇郡松川村 全域 

 

事前受付開始日：平成21 年9 月16 日（水） 

提 供 開 始 日：平成21 年10 月 15 日（木） 

市町村 町丁目※2 

下高井郡山ノ内町 全域 

中野市 

大字赤岩、大字安源寺、大字厚貝、大字新井、大字一本木、大字岩船、 

大字牛出、大字江部、大字大俣、小舘、大字笠原、大字片塩、大字金井、 

大字草間、大字栗林、大字越、大字小田中、大字桜沢、大字更科、大字篠井、

大字新野、大字新保、諏訪町、大字竹原、大字立ケ花、大字田麦、 

中央１～４丁目、大字中野、大字七瀬、南宮、西１～２丁目、大字西条、 

東山、大字深沢、大字壁田、大字間長瀬、大字間山、大字三ツ和、 

三好町１～２丁目、大字吉田、大字若宮、大字上今井 

※2 現在、「Ｂフレッツ」を提供している町丁目となります。詳しくは、別紙に記載の市内局番一覧をご覧ください。 

注：弊社の設備状況により、提供エリア内でもお待ちいただく場合やご契約いただけない場合があります。 

ご提供の可否については、お申込いただいた際、お客様個々に確認させていただきます  

 

2．提供サービスタイプ 

 

  ビジネスタイプ、ファミリータイプ、マンションタイプ 

 

 

3．申込方法   

 

電話または、ホームページからお申し込み下さい。 

 

   （1）電    話  0120-116116（受付時間：午前9 時～午後9 時・年末年始を除く） 
 

（2）ホームページ  ＵＲＬ： http://www.nttnagano.com/ 
 

 

 

 

【報道機関お問い合わせ先】 

営業部 営業部門 担当：千國・丸山   026-225-3031 

                企画部 広報室  担当：相沢・清水   026-225-2037 



【別紙】 提供開始エリア電話番号一覧 

市町村名 市外局番 市内局番 千番台 提供開始時期 

62 0000 ～ 9999 

63 0000 ～ 3999 

67 2000 ～ 2999 

 

飯山市 

大字飯山、大字大池、大字小沼、 

大字木島、大字小佐原、大字坂井、 

大字静間、大字下木島、大字神堂、 

大字野坂田、南町 

0269 

81 1000 ～ 4999 

242 6000 ～ 6999 

247 1000 ～ 7999 

 

上高井郡小布施町 

 全域 

 

 
251 4000 ～ 4999 

215 2000 ～ 2999 

242 
3000 ～ 5999 

7000 ～ 7999 

245 0000 ～ 9999 

246 0000 ～ 9999 

247 0000 ～ 0999 

248 0000 ～ 9999 

 

須坂市 

大字相之島、旭ヶ丘、大字井上、 

大字小河原、大字亀倉、北相之島、 

大字九反田、大字幸高、大字小島、 

大字小山、大字五閑、大字坂田、 

大字塩川、大字塩野、大字須坂、 

大字高梨、大字栃倉、大字豊丘、 

大字中島、大字仁礼、大字沼目、 

大字野辺、大字八町、大字日滝、 

大字福島、望岳台、明徳、大字村山、 

大字八重森、大字米子、大字米持、 

田の神、豊島、墨坂南１～５丁目、 

墨坂１～５丁目、臥竜１～６丁目 

026 

251 2000 ～ 2999 

71 1000 ～ 2999 

72 0000 ～ 9999 

 

北安曇郡白馬村 

大字北城白馬町、大字北城八方、 

大字北城八方口、大字北城深空、 

大字北城瑞穂、大字北城みそら野、 

大字北城エコーランド、 

大字北城和田野 
75 

0000 ～ 1999 

5000 ～ 5999 

21 0000 ～ 3999 

22 0000 ～ 9999 

23 
0000 ～ 0999 

2000 ～ 7999 

 

大町市 

大字大町、平、常磐、大字社、社 

26 3000 ～ 7999 

61 
1000 ～ 1999 

4000 ～ 7999 

北安曇郡池田町 

大字会染、大字池田、大字中鵜 

北安曇郡松川村 

全域 

0261 

62 0000 ～ 9999 

H21.10. 1（木） 



 

市町村名 市外局番 市内局番 千番台 提供開始時期 

31 
1000 ～ 1999 

3000 ～ 4999 

 

下高井郡山ノ内町 

全域 

33 
0000 ～ 5999 

8000 ～ 9999 

22 2000 ～ 8999 

23 
0000 ～ 5999 

9000 ～ 9999 

24 
0000 ～ 1999 

5000 ～ 7999 

 

中野市 

大字赤岩、大字安源寺、大字厚貝、 

大字新井、大字一本木、大字岩船、 

大字牛出、大字江部、大字大俣、 

小舘、大字笠原、大字片塩、 

大字金井、大字草間、大字栗林、 

大字越、大字小田中、大字桜沢、 

大字更科、大字篠井、大字新野、 

大字新保、諏訪町、大字竹原、 

大字立ケ花、大字田麦、 

中央１～４丁目、大字中野、 

大字七瀬、南宮、西１～２丁目、 

大字西条、東山、大字深沢、 

大字壁田、大字間長瀬、大字間山、 

大字三ツ和、三好町１～２丁目、 

大字吉田、大字若宮、大字上今井 

0269 

26 0000 ～ 7999 

H21.10.15（木） 

注：今回提供するエリア拡大地域（町丁目）以外は、上記電話番号であっても提供できない場合があります。 

 


