
                                      平成 22 年 10 月 8 日 
    NTT 東日本秋田支店 

 
 

「フレッツ 光ネクスト」及び「B フレッツ」のサービス提供開始について 
 
 

NTT 東日本秋田支店（支店長 小野寺 仁）では、次世代ネットワーク（NGN）※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」を、にかほ市、大仙市、鹿角市の一部地域において、超高速インターネット接続サ

ービス「B フレッツ」を鹿角市の一部地域に拡大することとし、平成 22 年 10 月 13 日（水）より予約申込受付を開

始いたします。 

 

なお、NTT 東日本秋田支店では今回のサービス提供開始エリアにお住まいのお客様を始め、より多くのお客

様にフレッツ 光サービスをご利用いただくことを目的として、新規にお申込いただいたお客様を対象に月額料金

等がご利用開始日から 1 ヶ月無料※2 となる「フレッツ光 ガツン！とお得キャンペーン」や、最大 8,000 円相当の

商品券をプレゼントする「早トクキャンペーン」※3 及びリサイクルパソコンをプレゼントする「エコ PC でレッツチャ

レンジ！インターネットで ECO キャンペーン」を実施いたします。  

 

また、フレッツ光の楽しみを更に広げる特典満載のご契約者向け会員プログラム「フレッツ光メンバーズクラブ」

※4 を展開しております。  

 

今回のサービス提供エリア等については、以下のとおりです。 

 

1. サービス提供エリア等  

（1）フレッツ光 提供エリア 

 

提供エリア お申込み 

受付開始日 

サービス提供

開始日 市町村名 町丁目名
NTT交換局 提供品目 

にかほ市 
秋田上郷・上浜 

由利院内 

大仙市 

角間川・横手豊川

内小友 

秋田太田 

柴平・トロコ 

フレッツ 光ネクスト 

・ファミリータイプ 

・ファミリー・ハイスピードタイプ 

・マンションタイプ 

・マンション・ハイスピードタイプ

・ビジネスタイプ 

平成22年 

10月13日

（水） 

平成23年 

1月4日 

（火） 

鹿角市 

別紙参照

大館大湯 

Bフレッツ 

・ハイパーファミリータイプ 

・マンションタイプ 

・ベーシックタイプ 
  
■ サービス提供エリアにおいても、弊社の設備の状況により、一部サービスのご提供が出来ない地域がございますのであらかじめご了承下さい。  

■ サービス提供町丁目名詳細につきましては別紙を参照ください。 

 

※1 NGN（Next Generation Network）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－クの柔軟性・経済性を備えた次世代の情

報通信ネットワークです。鹿角市の一部（大館大湯交換局）についてはBフレッツでの提供となります。 

※2 WEB申込の場合はご利用開始日から2ヶ月無料となります。（キャンペーン受付期間：平成22年10月1日（金）～平成23年1月31日（月）） 
※3 「早トクキャンペーン」は今回拡大となるエリアのお客様が対象となります。 
※4 「フレッツ光メンバーズクラブ」の詳細につきましては0120-116116（受付時間：午前9時～午後9時（年末年始12/29～1/3を除く））にお問合せいた

だくか、専用WEBサイト https://flets-members.jp をご覧ください。 

https://flets-members.jp/


 
2．キャンペーンについて 

 
（1）「早トクキャンペーン」の内容   
名

称 
キャンペーン期間 キャンペーン対象商品 特典内容 

平成22年10月13日(水)   

        ～ 

平成23年 1月3日(月) 

＜Aコース＞ 
フレッツ光＋ひかり電話料金プラン※1 

＋リモートサポート＋フレッツウイルスクリア 
サービスのセットお申込 
＜Bコース＞ 
フレッツ光＋ひかり電話料金プラン※1 

＋リモートサポートまたはフレッツウイルスク

リアのセットお申込 
＜Cコース＞ 
フレッツ光＋ひかり電話料金プラン※1 
＋映像サービス（ひかりTVまたはU-NEXT）の

セットお申込 

お申込コースにより 
＜Aコース＞ 
8,000円相当 
＜Bコース＞ 
7,000円相当 
＜Cコース＞ 
5,000円相当 
のタカヤナギ商品券・

イオン商品券・いとく商

品券からいずれかを選

択いただきます。 

キャンペーン対象となるお客様 

早
ト
ク
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

対象商品をセットで新規にお申込いただき、NTT東日本秋田支店営業エリア内において平成23年2月 
3日（木）までにご利用を開始いただいたお客様。 
※WEB申込や一部のNTT東日本販売代理店以外へのお申込の場合は対象外となります。 

対象となる代理店については0120-116116までお問合せください。 
※NTT東日本秋田支店が実施する他のキャンペーンとの併用はできません。（エコPCでレッツチャレン

ジ！インターネットでECOキャンペーン等） 
※1ひかり電話料金プラン対象商品は①ひかり電話A（エース）②ひかり電話安心プラン③ひかり電話もっと安心プランのいずれかのプランとなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（2）「エコPCでレッツチャレンジ！インターネットでECOキャンペーン」の内容   
名

称 
キャンペーン期間 キャンペーン対象商品 特典内容 

【特典①】 
デスクトップ型リサイクルPC 
＜主な仕様＞ 
●CPU：Celeron1.7GHz以上 
●メモリ：512MB 
●HD：40GB 
●ディスプレイ：14型または15型TFT液晶 

●CD-ROM搭載 
●OS:WindowsXPHomeEditionSP3 
●ハードディスクリカバリ付き 平成22年10月1日(金) ～ 

平成22年12月28日(火) 

＜戸建向け＞ 
■デスクトップPC（特典①）選択の場合 
フレッツ光＋フレッツウイルスクリア＋リ

モートサポートサービスのセットお申込 
 
■ノートPC選択（特典②）選択の場合 
フレッツ光＋フレッツウイルスクリア＋リ

モートサポートサービス＋ひかり電話A
（エース）のセットお申込 
 
 
＜集合住宅向け＞ 
■デスクトップPC（特典①） 
フレッツ光＋フレッツウイルスクリア＋リ

モートサポートサービス＋ひかり電話A
（エース）のセットお申込※1 
 
集合住宅向けの場合はデスクトップPC

のみとなります。 

【特典②】 
ノート型リサイクルPC 
＜主な仕様＞ 
●CPU：Celeron1GHz以上 
●メモリ：512MB 
●HD：15GB 
●ディスプレイ：14.1型TFT液晶  
●CD-ROM搭載 
●OS:WindowsXPHomeEditionSP3 
●ハードディスクリカバリ付き 
●無線用カードスロット有 

キャンペーン対象となるお客様 

エ
コ
Ｐ
Ｃ
で
レ
ッ
ツ
チ
ャ
レ
ン
ジ
！ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
Ｅ
ＣО

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

対象商品をセットで新規にお申込みいただき、NTT東日本秋田支店営業エリア内において平成23年 
3月31日（木）までにご利用を開始いただいたお客様。 
※WEB申込や一部のNTT東日本販売代理店以外へのお申込の場合は対象外となります。対象とな

る代理店については0120-116116までお問合せください。 

※NTT東日本秋田支店が実施する他のキャンペーンとの併用はできません。（早トクキャンペーン

等） 
※1お客様がお住まいの集合住宅に提供する光設備の方式及び、プランによって「ひかり電話A（エース）」のセット申込が不要な場合があります。 

詳しくは0120－116116までお問い合わせください。 
 

（3）特典の発送について  

 キャンペーン名称 特典の発送について 

早トクキャンペーン 対象商品のご利用開始後に、お申込のご住所に送付させていただきます。 

エコPCでレッツチャレン

ジ！インターネットでECO
キャンペーン 

フレッツ光工事日前日までにお客様のお申込のご住所に送付させていただ

きます。 
※平成23年3月31日（木）までに対象商品のご利用を開始されない場合は

お送りしたパソコン一式をご返却いただきます。 
 

 
3．お申込み、お問い合わせ先  
 

◆電   話：0120-116116  
受付時間：午前9時～午後9時 （年末年始12/29～1/3を除きます）  

◆ホームページURL http://flets.com/  
  

本件に関するお問い合わせ先 
 

ＮＴＴ東日本－秋田 総務部 広報担当 
Tel：018-836-8965  

 
 
 
 
 

 



 
 
別紙                 フレッツ 光ネクスト提供町丁目 （にかほ市） 

市町村名 町丁目 町丁目 対象局番 NTT交換局

象潟町小滝字丁目なし 象潟町長岡字向エ

象潟町小滝字麻針堰　 象潟町本郷字麻針堰

象潟町小滝字旭塚　 象潟町本郷字後川

象潟町小滝字石名坂　 象潟町本郷字栗山

象潟町小滝字後田　 象潟町本郷字盛

象潟町小滝字大境　 象潟町本郷字清水川

象潟町小滝字大ヒド　 象潟町本郷字重利田

象潟町小滝字川向　 象潟町本郷字砂田

象潟町小滝字北田　 象潟町本郷字樋口

象潟町小滝字栗山　 象潟町本郷字谷地田

象潟町小滝字下道　 象潟町本郷字屋の下

象潟町小滝字下山　 象潟町横岡字丁目なし

象潟町小滝字袖山　 象潟町横岡字家の後

象潟町小滝字堤根　 象潟町横岡字家ノ下

象潟町小滝字奈曽沢　 象潟町横岡字色田

象潟町小滝字奈曽森　 象潟町横岡字上野

象潟町小滝字浜道　 象潟町横岡字後野

象潟町小滝字茨林　 象潟町横岡字後林

象潟町小滝字東田　 象潟町横岡字大森

象潟町小滝字櫃石　 象潟町横岡字葛畑

象潟町小滝字舞台　 象潟町横岡字清水塚

象潟町小滝字前田　 象潟町横岡字砂田

象潟町小滝字前谷地　 象潟町横岡字堰端

象潟町小滝字水尻　 象潟町横岡字ソブ田

象潟町小滝字湯ノ臺　 象潟町横岡字堤根

象潟町関字上栗山　 象潟町横岡字堂ノ前

象潟町関字小屋の沢　 象潟町横岡字仲田

象潟町関字ヨシハ沢　 象潟町横岡字中屋敷

象潟町大飯郷字家ノ下　 象潟町横岡字中谷地

象潟町大飯郷字高府　 象潟町横岡字前田

象潟町大飯郷字堂ノ前　 象潟町横岡字前谷地

象潟町長岡字家尻　 象潟町横岡字水岡

象潟町長岡字家添　 象潟町横岡字道の上

象潟町長岡字沖ノ田　 象潟町横岡字目貫谷地

象潟町長岡字長田町　 象潟町横岡字山崎

象潟町長岡字本田　

象潟町洗釜字石坂　 象潟町大須郷字前田

象潟町洗釜字岡崎　 象潟町大須郷字山の内

象潟町洗釜字神田　 象潟町川袋字釜ノ上

象潟町洗釜字砂山　 象潟町川袋字川崎

象潟町洗釜字高田　 象潟町川袋字坂ノ下

象潟町洗釜字浜山　 象潟町川袋字滝ノ下

象潟町大砂川字上ノ山　 象潟町川袋字深田

象潟町大砂川字御田神下　 象潟町小砂川字アマクラ

象潟町大砂川字カクチ田　 象潟町小砂川字石橋

象潟町大砂川字釜道　 象潟町小砂川字大田

象潟町大砂川字下橋　 象潟町小砂川字小田

象潟町大砂川字菅　 象潟町小砂川字カウヤ

象潟町大砂川字トドモリ　 象潟町小砂川字観音森

象潟町大砂川字水尻　 象潟町小砂川字クツカケ

象潟町大砂川字山屋　 象潟町小砂川字下向坂

象潟町大須郷字雨谷地　 象潟町小砂川字清水場

象潟町大須郷字内ノ田　 象潟町小砂川字砂畑

象潟町大須郷字大ノ口　 象潟町小砂川字タカコヤ

象潟町大須郷字大道下　 象潟町小砂川字中磯

象潟町大須郷字坂ノ下　 象潟町小砂川字長根

象潟町大須郷字田ノ尻　 象潟町小砂川字松山

象潟町大須郷字林ノ下　 象潟町小砂川字三崎
象潟町大須郷字深田向　

市町村名 町丁目 町丁目 対象局番 NTT交換局
にかほ市

伊勢居地字桂坂　 冬師字赤坂
伊勢居地字グミノ木森　 冬師字上ノ山
院内字下坂　 冬師字冬師
釜ケ台字下谷地　 冬師字前谷地
釜ケ台字堂ノ下　 冬師字宮ノ下
釜ケ台字堂ノ前　 馬場字坂ノ下
釜ケ台字中島　 馬場字冬師山
釜ケ台字門遠　

0184-32（3000～3999）
0184-33（6000～6999）
0184-36（2000～5999）
0184-37（2000～5999）
0184-62（8000～8999）

由利院内

0184-32（7000～7999）
0184-46（2000～2999）

上浜

にかほ市

0184-32（6000～6999）
0184-44（2000～2999）

秋田上郷

 
 

 



 

 
別紙                 フレッツ 光ネクスト提供町丁目 （大仙市） 

 

市町村名 町丁目 町丁目 対象局番 NTT交換局

角間川町字丁目なし 角間川町字道東

角間川町字旭森　 角間川町字南沼ノ上

角間川町字愛宕　 角間川町字柳中島

角間川町字稲荷中島　 角間川町字四上町

角間川町字後野　 藤木字追分

角間川町字大浦町　 藤木字扇合

角間川町字大中島　 藤木字乙板杭

角間川町字門目　 藤木字乙大久保

角間川町字門目東　 藤木字乙上総川

角間川町字上葛野　 藤木字乙新藤木

角間川町字木内　 藤木字乙糠塚

角間川町字北小中島　 藤木字乙本藤木

角間川町字北中野　 藤木字街道下

角間川町字元道巻　 藤木字上野中

角間川町字小中島　 藤木字甲板杭

角間川町字小萩立　 藤木字甲大久保

角間川町字艮　 藤木字甲新藤木

角間川町字下葛野　 藤木字甲本藤木

角間川町字下中町　 藤木字小船橋

角間川町字巽中野　 藤木字下野中

角間川町字中木内　 藤木字新田

角間川町字長田　 藤木字大保

角間川町字中野　 藤木字中島

角間川町字中前田　 藤木字中野中

角間川町字中町頭　 藤木字西八圭

角間川町字西上町　 藤木字八幡腰

角間川町字西葛野　 藤木字東八圭

角間川町字西中上町　 藤木字丙板杭

角間川町字西本町　 藤木字丙一本木

角間川町字二本杉　 藤木字丙大久保

角間川町字布晒　 藤木字丙糠塚

角間川町字萩谷地　 藤木字谷地

角間川町字八幡前　 六郷西根字大保

角間川町字東元道巻　 六郷西根字中嶋

角間川町字東中上町　 六郷西根字沼口下段

角間川町字東沼敷　 六郷西根字沼福田

角間川町字東本町　 六郷西根字福米地

角間川町字古川敷　

角間川町字前田　

角間川町字町頭　

大仙市
0187-65（2000～4999）
0187-86（5000～5999）

角間川

 
 

 

 

 

 

 

 



 

別紙                 フレッツ 光ネクスト提供町丁目 （大仙市）  

 

市町村名 町丁目 町丁目 対象局番 NTT交換局

大神成字扇形山　 豊岡字三ツ木田
大神成字上村　 豊岡字南田
大神成字十二田　 豊岡字南鳥越
大神成字高寺　 豊岡字南松ノ木
大神成字西村　 豊岡字三棟
大神成字フカウヂ　 豊岡字三棟野
大神成字坊谷地　 豊岡字向エ
大神成字前田　 豊岡字向野
大神成字山回　 豊岡字谷地
上鴬野字上遠藤　 豊川字丁目なし
栗沢字伊勢ノ腰　 豊川字阿弥陀谷地通
栗沢字一本木　 豊川字石川原
栗沢字柏木野　 豊川字内村
栗沢字北野　 豊川字大堰下
栗沢字下村　 豊川字街道下北
栗沢字社前　 豊川字街道下南
栗沢字白岩街道ノ下　 豊川字街道添
栗沢字堤下　 豊川字街道ノ上
栗沢字宝量　 豊川字上八丁堀
栗沢字向野　 豊川字上水無
栗沢字本宮　 豊川字川端街道下
栗沢字山ノ沢　 豊川字観音堂
豊岡字丁目なし 豊川字北川
豊岡字相中　 豊川字北村街道ノ上
豊岡字相中野　 豊川字喜内野
豊岡字新田　 豊川字葛川
豊岡字雷　 豊川字葛川境
豊岡字石畑　 豊川字久保
豊岡字上野　 豊川字小滝川北
豊岡字大堀　 豊川字小滝川南
豊岡字柏木　 豊川字駒繋野
豊岡字上五百刈田　 豊川字斉内道下
豊岡字上中西　 豊川字桜田
豊岡字上谷地　 豊川字治内野
豊岡字北三棟　 豊川字清水川
豊岡字高野　 豊川字清水の上
豊岡字五百刈田　 豊川字下延
豊岡字境堀　 豊川字下八丁堀
豊岡字桜田　 豊川字下水無
豊岡字地蔵森　 豊川字田川
豊岡字十二　 豊川字館ノ内
豊岡字十六沢　 豊川字長楽寺道下

豊岡字杉ケ崎　 豊川字椿境　
豊岡字田中　 豊川字天戸　
豊岡字田ノ尻　 豊川字堂ノ前　
豊岡字椿　 豊川字中村　
豊岡字椿下　 豊川字七窪　
豊岡字鳥越　 豊川字猫沢　
豊岡字中荒井　 豊川字野田　
豊岡字中荒井野　 豊川字野田野　
豊岡字中西　 豊川字八幡　
豊岡字西八日市　 豊川字八丁堀　
豊岡字二本木　 豊川字八丁堀関下　
豊岡字羽黒杉　 豊川字元畑　
豊岡字東八日市　 豊川字柳橋　
豊岡字肥前　 豊川字山道南　
豊岡字古川端　
豊岡字松ノ木　

大仙市

0187-52（7000～7999）
0187-57（2000～3999）

横手豊川

 
 



 
別紙                 フレッツ 光ネクスト提供町丁目 （大仙市）  

市町村名 町丁目 町丁目 対象局番 NTT交換局
内小友字明通　 内小友字東後谷地
内小友字浅川　 内小友字東沢
内小友字余り目　 内小友字福田
内小友字荒山台　 内小友字松木田
内小友字荒山台下り　 内小友字三ツ屋
内小友字新処　 内小友字南尻引
内小友字荒町　 内小友字宮後
内小友字家ノ沢　 内小友字宮北
内小友字石持　 内小友字宮下
内小友字伊豆沼　 内小友字宮林
内小友字泉沢　 内小友字宮東
内小友字伊勢堂　 内小友字深山
内小友字裏地　 内小友字宮前
内小友字太田　 内小友字宮南
内小友字岡崎　 内小友字元木
内小友字桶沼　 内小友字桃ノ沢
内小友字落合　 内小友字森東
内小友字上余り目　 内小友字谷地田
内小友字上伊岡　 内小友字山根
内小友字上小出沢　 内小友字四ツ村
内小友字上高花　 大曲西根字宇津台
内小友字上中田　 大曲西根字上野
内小友字上深山　 大曲西根字大嶋
内小友字北太田　 大曲西根字上太夫塚
内小友字小出沢　 大曲西根字上寺野
内小友字小出沢尻　 大曲西根字上成沢
内小友字塞ノ神　 大曲西根字上毘沙門沢
内小友字ザラメキ　 大曲西根字小館
内小友字地蔵田　 大曲西根字嶋村
内小友字七十刈　 大曲西根字下太夫塚
内小友字下伊岡　 大曲西根字下成沢
内小友字下小出沢　 大曲西根字杉矢崎
内小友字下高花　 大曲西根字瀬下
内小友字下田谷地　 大曲西根字鳥居
内小友字下深山　 大曲西根字中嶋
内小友字関向　 大曲西根字中道地野
内小友字仙北屋　 大曲西根字中西根
内小友字大関　 大曲西根字新掘
内小友字大明神　 大曲西根字仁応治
内小友字高寺　 大曲西根字西道地野
内小友字館前　 大曲西根字林西
内小友字鳥海沢　 大曲西根字深田

内小友字九十九沢　 大曲西根字本田　
内小友字寺山　 大曲西根字南野　
内小友字堂ノ前　 大曲西根字元木　
内小友字中伊岡　 小貫高畑字向大嶋甲　
内小友字中沢　 神宮寺字丁目なし
内小友字中沢頭　 神宮寺字姫神蟹沢　
内小友字中尻引　 南外字赤平大道東　
内小友字中田宮西　 花館字松山　
内小友字中田宮東　 蛭川字石山下　
内小友字中土　 蛭川字上屋敷　
内小友字長持沢　 蛭川字吉兵エ野　
内小友字中山　 蛭川字熊ノ山　
内小友字七頭　 蛭川字下屋敷　
内小友字西村　 蛭川字大方寺　
内小友字沼口　 字田ノ上　
内小友字馬場　 字段長根　

字鳥ノ沢　

大仙市

0187-68（2000～4999）
0187-86（4000～4999）

内小友

 
 
 
 



 
別紙                 フレッツ 光ネクスト提供町丁目 （大仙市）  

 

市町村名 町丁目 町丁目 対象局番 NTT交換局
太田町永代字雷　 太田町国見字上仲島
太田町永代字沖台　 太田町国見字川端
太田町永代字西田　 太田町国見字国見田
太田町太田字石神　 太田町国見字窪堰
太田町太田字石神荒屋敷　 太田町国見字小泉
太田町太田字石神大久保　 太田町国見字庚申塚
太田町太田字石神直塚　 太田町国見字小釣木
太田町太田字石神長信田　 太田町国見字五本塚
太田町太田字太田　 太田町国見字榊原
太田町太田字金井伝桜木　 太田町国見字桜後
太田町太田字金井伝中里　 太田町国見字桜佐幣神
太田町太田字金井伝山下　 太田町国見字佐幣神
太田町太田字惣行　 太田町国見字下仲嶋
太田町太田字惣行家東　 太田町国見字菖蒲沼
太田町太田字惣行大谷地　 太田町国見字新山
太田町太田字惣行小坂　 太田町国見字新堰下
太田町太田字惣行千本野　 太田町国見字新橋
太田町太田字惣行田尻　 太田町国見字砂溜
太田町太田字惣行舘野　 太田町国見字大動防
太田町太田字惣行谷地田　 太田町国見字高野
太田町太田字築地　 太田町国見字高橋
太田町太田字築地古館　 太田町国見字天王久保
太田町太田字長田佐渡　 太田町国見字戸堂目木
太田町太田字長田湯伝　 太田町国見字豊成
太田町太田字新田　 太田町国見字仲田
太田町太田字新田大関下　 太田町国見字仲村
太田町太田字新田街道上　 太田町国見字夏瀬
太田町太田字新田熊堂尻　 太田町国見字平清水
太田町太田字新田熊野堂　 太田町国見字二ツ塚
太田町太田字新田熊野堂関下　 太田町国見字南村
太田町太田字新田下野　 太田町国見字弥助橋
太田町太田字新田田尻　 太田町国見字柳清水
太田町太田字新田中島　 太田町国見字柳原
太田町太田字真木　 太田町国見字八幡前
太田町太田字真木中ノ瀬　 太田町国見字四ツ橋
太田町太田字三嶽　 太田町国見字若泉
太田町川口字大台　 太田町小神成字大面
太田町川口字北川口　 太田町小神成字北田ノ尻
太田町川口字北千本野　 太田町小神成字北野
太田町川口字北田　 太田町小神成字小田中
太田町川口字清水川　 太田町小神成字桜木
太田町川口字清水川尻　 太田町小神成字舘野

太田町川口字下千本野　 太田町小神成字田ノ尻　
太田町川口字千本野　 太田町小神成字根笹　
太田町川口字中村　 太田町小神成字南田ノ尻　
太田町川口字バチ沢　 太田町駒場字赤坂　
太田町川口字毘沙門　 太田町駒場字荒屋敷　
太田町川口字松葉　 太田町駒場字飯嶋　
太田町川口字松葉尻　 太田町駒場字板戸　
太田町国見字丁目なし 太田町駒場字稲荷堂　
太田町国見字相野　 太田町駒場字沖田　
太田町国見字碇　 太田町駒場字清水向　
太田町国見字石縄手　 太田町駒場字下田　
太田町国見字伊勢堂　 太田町駒場字高倉　
太田町国見字壱本塚　 太田町駒場字舘腰　
太田町国見字稲荷堂　 太田町駒場字田中　
太田町国見字上堰　 太田町駒場字寺田　
太田町国見字扇畑　 太田町駒場字中荒井　
太田町国見字大島　 太田町駒場字中村　
太田町国見字大釣木　 太田町駒場字羽黒堂　

秋田太田
0187-86（9000～9999）
0187-88（1000～2999）
0187-89（1000～1999）

大仙市

 



 
別紙                 フレッツ 光ネクスト提供町丁目 （大仙市）  

 

市町村名 町丁目 町丁目 対象局番 NTT交換局

太田町駒場字疋田　 太田町三本扇字葛堀
太田町駒場字福田　 太田町三本扇字高野
太田町駒場字二ツ塚　 太田町三本扇字小柳
太田町駒場字柳持　 太田町三本扇字三本柳
太田町駒場字米桶田　 太田町三本扇字篠沢
太田町斉内字荒屋敷　 太田町三本扇字下川原
太田町斉内字壱本柳　 太田町三本扇字下立石
太田町斉内字越後屋敷　 太田町三本扇字新山後
太田町斉内字大久保　 太田町三本扇字杉向
太田町斉内字小曽野　 太田町三本扇字高花
太田町斉内字庚塚　 太田町三本扇字堤
太田町斉内字上斉内　 太田町三本扇字中立石
太田町斉内字鴨首　 太田町三本扇字沼川
太田町斉内字川原　 太田町三本扇字野沢
太田町斉内字河原田　 太田町三本扇字羽見内
太田町斉内字北開　 太田町三本扇字古屋敷
太田町斉内字狐塚　 太田町三本扇字宮内
太田町斉内字栗木　 太田町三本扇字吉沢
太田町斉内字胡桃台　 太田町中里字丁目なし
太田町斉内字斉内熊堂尻　 太田町中里字新屋敷
太田町斉内字桜木　 太田町中里字鏡田
太田町斉内字三角　 太田町中里字小保田
太田町斉内字下斉内　 太田町中里字中屋敷
太田町斉内字下堤　 太田町中里字西中里
太田町斉内字十五下り　 太田町中里字二十町
太田町斉内字新関下　 太田町東今泉字壱本木
太田町斉内字杉元　 太田町東今泉字大信田
太田町斉内字諏訪田　 太田町東今泉字下今泉
太田町斉内字橇目　 太田町東今泉字中村
太田町斉内字高田　 太田町横沢字丁目なし
太田町斉内字高野　 太田町横沢字相野
太田町斉内字段ノ腰　 太田町横沢字久保関北
太田町斉内字長者森　 太田町横沢字窪関南
太田町斉内字鶴ケ窪　 太田町横沢字堤田
太田町斉内字天神堂　 太田町横沢字堤東
太田町斉内字樋口　 太田町横沢字泥窪
太田町斉内字中田　 太田町横沢字深田
太田町斉内字長持　 太田町横沢字平内清水
太田町斉内字茨島　 太田町横沢字堀ノ内
太田町斉内字豊後町　 太田町横沢字山道北
太田町斉内字宝竜　 太田町横沢字山道南
太田町斉内字保多野　
太田町斉内字南台　
太田町斉内字南茨島　
太田町斉内字南開　
太田町三本扇字一本木　
太田町三本扇字今宿　
太田町三本扇字上川原　
太田町三本扇字上立石　
太田町三本扇字狐柳　

大仙市

0187-86（9000～9999）
0187-88（1000～2999）
0187-89（1000～1999）

秋田太田

 
 

 

 

 

 

 



 
別紙                 フレッツ 光ネクスト提供町丁目 （鹿角市）  

 

市町村名 町丁目 町丁目 対象局番 NTT交換局

十和田錦木字稲荷平　 花輪字鷹嘴

花輪字赤川　 花輪字高屋

花輪字赤川端　 花輪字館ノ沢

花輪字新斗米　 花輪字坪呂毛

花輪字新矢　 花輪字鶴田

花輪字家ノ下　 花輪字鉄砲

花輪字石倉　 花輪字鉄砲平

花輪字後谷地　 花輪字寺坂

花輪字海谷地　 花輪字寺ノ下タ

花輪字上台　 花輪字天王平

花輪字上ワ町　 花輪字樋田

花輪字大久保　 花輪字土橋

花輪字太田　 花輪字鳥野

花輪字太田谷地　 花輪字長漕

花輪字近江谷地　 花輪字長野

花輪字鹿角沢　 花輪字流田

花輪字鎌倉平　 花輪字八幡平

花輪字上ミ田面　 花輪字八幡館

花輪字上ミ田表　 花輪字一ツ森

花輪字上寺野　 花輪字冷水

花輪字雁府　 花輪字平元熊堂

花輪字狐平　 花輪字平元古館

花輪字源田平　 花輪字平元前田

花輪字元苗代の一部 花輪字平元向平

花輪字小枝指　 花輪字平元谷地中

花輪字小米　 花輪字古館

花輪字小坂野　 花輪字蛇沢

花輪字小平　 花輪字菩提野

花輪字小又　 花輪字本苗代

花輪字下川原　 花輪字前田

花輪字下タノ田　 花輪字前田面

花輪字級ノ木　 花輪字間瀬川

花輪字柴内大久保　 花輪字町端

花輪字柴内太田　 花輪字間名市

花輪字柴内熊堂　 花輪字万谷野

花輪字下モ平　 花輪字向畑

花輪字下モ館　 花輪字村後

花輪字下田面　 花輪字元村

花輪字下平　 花輪字茂ハ谷地

花輪字下モ屋敷　 花輪字山道

花輪字菖蒲谷地　 花輪字用野目

花輪字志和野　 花輪字用野目太田

花輪字新川原　 花輪字用野目川向

花輪字新山田　 花輪字用野目小沼

花輪字諏訪野　 花輪字横長根

花輪字堰ノ口　 花輪字四ツ谷

花輪字大坊沢　 花輪字大苗代

花輪字高市　

花輪字高市向　

花輪字高沢　

鹿角市 柴平

0186-25（2000～3999）
0186-30（2000～2999）

 



 
別紙                 フレッツ 光ネクスト提供町丁目 （鹿角市）  

市町村名 町丁目 町丁目 対象局番 NTT交換局

八幡平字丁目なし 八幡平字坂比平
八幡平字赤平　 八幡平字下水沢
八幡平字老沢　 八幡平字杉谷地
八幡平字大畑　 八幡平字平
八幡平字上水沢　 八幡平字トロコ沢
八幡平字切留平　 八幡平字深
八幡平字熊沢　 八幡平字蛇沢
八幡平字熊沢碇　 八幡平字水沢
八幡平字熊沢国有林 八幡平字湯坂
八幡平字熊沢道の上　 八幡平字トロコ無番地

0186-30（6000～6999）
0186-31（2000～2999）

トロコ鹿角市

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
別紙                 B フレッツ 提供町丁目 （鹿角市） 

市町村名 町丁目 町丁目 対象局番 NTT交換局

十和田大湯字赤川　 十和田大湯字高崩
十和田大湯字扇ノ平　 十和田大湯字田代平
十和田大湯字大清水　 十和田大湯字田屋
十和田大湯字大平　 十和田大湯字土沢
十和田大湯字大滝内沢　 十和田大湯字戸倉
十和田大湯字大楽前　 十和田大湯字中滝
十和田大湯字北野　 十和田大湯字二倉
十和田大湯字熊取平　 十和田大湯字西ノ森
十和田大湯字白沢　 十和田大湯字箒畑
十和田大湯字五ノ岱の一部　 十和田大湯字堀内

鹿角市
0186-30（4000～4999）
0186-37（2000～4999）

大館大湯

 
 

 

 

 

 

 
 
 


