
                                     ２０１５年 １月１５日 

    NTT東日本秋田支店 

 

「フレッツ 光」のサービス提供開始について 
～由利本荘市の一部エリアへの拡大～ 

                          
 

 

NTT 東日本秋田支店（支店長 田村彰敏）では、光ブロードバンドサービス「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光

ライト」を由利本荘市の一部エリアにおいて提供エリアを拡大いたします。 

提供エリア拡大に伴い、2015年 1月 16日（金）より申込受付を開始いたします。  

 

今回の提供エリア拡大に関する詳細は、以下のとおりです。 

 
 

1. 「フレッツ光」提供予定エリア 

お申込み 

受付開始日 

サービス 

提供開始日 

提供予定エリア 
NTT 

収容局 
提供品目 市町村名 

 (詳細は別紙) 

2015年 

 1月 16日（金） 

2015年 

 4月 1日（水） 
由利本荘市 

 

由利 

秋田鳥海 

秋田笹子 

直根 

 

 

フレッツ 光ネクスト 

ギガファミリー・スマートタイプ 

ファミリー・ギガラインタイプ 

ファミリー・ハイスピードタイプ 

 

フレッツ 光ライト 

 ファミリータイプ 

 
 

■ 提供エリアにおいても、弊社の設備の状況などにより、一部サービスのご利用をお待ちいただいたり、ご利用いただけない場合があります。 

 
 
 

２.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5時 年中無休（年末年始を除きます）  

 

◆ホームページURL  https://flets.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙】 
 

下記行政区において、「フレッツ光」提供エリアの拡大を予定しております。 
 

対象局番 NTT収容局

飯沢字山岸 東鮎川字蒲田前

飯沢字湯ノ沢 東鮎川字上山崎

五十土字五十土 東鮎川字小深田

五十土字家岸 東鮎川字沢口

大水口字大水口 東鮎川字下山崎

蟹沢字釜ケ渕 東鮎川字立井地

蟹沢字戸沢見の一部 東鮎川字谷地

蟹沢字山本 東中沢の一部

川西の一部 東中沢字清造坊

川西字新屋敷 東中沢字中沢

川西字大杉 平石字堂ケ沢

川西字神田の一部 平石字中地獄沢の一部

川西字栗山 平石字平石

川西字高野 前郷の一部

川西字米山 前郷字内山

川西字米山下 前郷字御伊勢下

川西字正満 前郷字金神

川西字童子 前郷字上川原

川西字中坪 前郷字滝沢舘

川西字野際 前郷字堤下いかり

川西字奉行免 前郷字寺ノ下

川西字宮沢 前郷字西川町

久保田字久保田 前郷字根堀台

久保田字三ノ堰 前郷字古堀

久保田字正満 前郷字前郷

久保田字諏訪台 前郷字家岸

久保田字高畑 前郷字家岸上堤

黒沢の一部 前郷字六田

黒沢字勘定免 曲沢字大谷地

黒沢字黒沢 曲沢字田屋ノ前

黒沢字黒沢下 曲沢字堤下

黒沢字寺田の一部 曲沢字中川原

黒沢字東由利原の一部 曲沢字曲沢

黒沢字山田 曲沢字山本

黒沢字山本の一部 町村字上ノ畑

小菅野字内林 町村字唐岸城

小菅野字上小菅野 町村字木戸口

小菅野字小坂下 町村字黒森

小菅野字下小菅野の一部 町村字中畑

小菅野字ゆりケ台 南福田字上俵巻

新上条字家ノ下 南福田字下俵巻

新上条字新上条 南福田字下鳴瀬

陳ケ森字大沢口 南福田字大門

陳ケ森字陳ケ森 南福田字中俵巻

堰口字堰口 南福田字東鳴瀬の一部

堰口字西上原の一部 森子字鮎瀬

堰口字山ノ下 森子字猿田沢

土倉字沢ノ内 森子字明法

土倉字下婦台 森子字明法下

土倉字名高下 森子字八乙女下

土倉字谷地山元 山本字下野

西沢の一部 山本字震旦林

西沢字上屋敷の一部 山本字前田表

西沢字坂ノ下 山本字家岸

西沢字下屋敷の一部 山本字山本

西沢字田代の一部 吉沢字芋ケ台

西沢字舞台の一部 吉沢字上林

西沢字二タ子 吉沢字赤飯沢

西沢字南由利原の一部 吉沢字玉坂

西沢字八沢森 吉沢字坊ケ沢

東鮎川字石垣 吉沢字向小山田

東鮎川字大舟沢 吉沢字吉沢後田の一部

東鮎川字岡田 吉沢字吉沢前田

お申込み受付開始日  ：2015年 1月16日（金）
サ－ビス提供開始日  ：2015年 4月  1日（水）

町丁目

由利本荘市 由利
0184-32（8000～8999）
0184-53（2000～4999）
0184-53（9000～9999）

 
■ 提供エリアにおいても、弊社およびお客さま設備の状況などにより一部サービスのご利用をお待ちいただいたり、ご利用いただけない場合があります。 



【別紙】 
 

下記行政区において、「フレッツ光」提供エリアの拡大を予定しております。 
 

市町村名 対象局番 NTT収容局

鳥海町上川内字上ノ平 鳥海町小川字倉隅

鳥海町上川内字大平 鳥海町小川字下新沢

鳥海町上川内字沖の一部 鳥海町小川字下小川

鳥海町上川内字囲地 鳥海町小川字峠

鳥海町上川内字金堀 鳥海町小川字戸坂

鳥海町上川内字上谷地 鳥海町小川字寅沢

鳥海町上川内字川端 鳥海町小川字鍋清水

鳥海町上川内字葛ケ台の一部 鳥海町小川字楢木平

鳥海町上川内字河台 鳥海町小川字桧山沢

鳥海町上川内字提鍋 鳥海町小川字八木山の一部

鳥海町上川内字下川原の一部 鳥海町才ノ神字上原

鳥海町上川内字下台 鳥海町下川内字鐙ケ平

鳥海町上川内字下モ沢の一部 鳥海町下川内字上原

鳥海町上川内字下田表 鳥海町下川内字大久保

鳥海町上川内字下谷地 鳥海町下川内字大倉の一部

鳥海町上川内字生出谷地 鳥海町下川内字大谷地

鳥海町上川内字堰ノ上 鳥海町下川内字大谷地平

鳥海町上川内字堰ノ下 鳥海町下川内字上興屋の一部

鳥海町上川内字外山の一部 鳥海町下川内字上虎杖平

鳥海町上川内字滝野 鳥海町下川内字上鶴田

鳥海町上川内字田代の一部 鳥海町下川内字小久保

鳥海町上川内字長坂 鳥海町下川内字小坂の一部

鳥海町上川内字西野 鳥海町下川内字下興屋

鳥海町上川内字平根 鳥海町下川内字下鶴田

鳥海町上川内字伏見沢 鳥海町下川内字甚助野

鳥海町上川内字渕ノ上 鳥海町下川内字坪渕

鳥海町上川内字船場台 鳥海町下川内字鶴ケ平

鳥海町上川内字道端 鳥海町下川内字泥ノ木台の一部

鳥海町上川内字深山 鳥海町下川内字西田表

鳥海町上川内字八木山 鳥海町下川内字平ノ下

鳥海町上川内字山崎 鳥海町下川内字福岡の一部

鳥海町上川内字山根の一部 鳥海町下川内字前坪

鳥海町上川内字百合茎の一部 鳥海町下川内字前野

鳥海町栗沢の一部 鳥海町下川内字宮ノ下

鳥海町栗沢字芦ケ渕 鳥海町下川内字向ノ平

鳥海町栗沢字家ノ前 鳥海町下川内字矢ノ本

鳥海町栗沢字上田野 鳥海町下川内字山ノ下の一部

鳥海町栗沢字牛ケ首 鳥海町伏見字赤渋

鳥海町栗沢字牛越 鳥海町伏見字上原

鳥海町栗沢字姥ケ懐台 鳥海町伏見字大沢山

鳥海町栗沢字大栗沢の一部 鳥海町伏見字折切

鳥海町栗沢字小栗沢 鳥海町伏見字貝林

鳥海町栗沢字中ノ沢の一部 鳥海町伏見字上貝沢の一部

鳥海町栗沢字御嶽ノ越 鳥海町伏見字川添

鳥海町小川字明戸 鳥海町伏見字久保

鳥海町小川字大坂 鳥海町伏見字下貝沢

鳥海町小川字大久内 鳥海町伏見字高平の一部

鳥海町小川字男鹿内 鳥海町伏見字伏見

鳥海町小川字上新沢 鳥海町伏見字山添

鳥海町小川字国見

お申込み受付開始日  ：2015年 1月16日（金）
サ－ビス提供開始日  ：2015年 4月  1日（水）

町丁目

0184-27（6000～6999）
0184-57（2000～3999） 秋田鳥海由利本荘市

 
 

■ 提供エリアにおいても、弊社およびお客さま設備の状況などにより一部サービスのご利用をお待ちいただいたり、ご利用いただけない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙】 
 

下記行政区において、「フレッツ光」提供エリアの拡大を予定しております。 
 

市町村名 対象局番 NTT収容局

鳥海町上笹子字赤倉 鳥海町上笹子字町
鳥海町上笹子字石神 鳥海町上笹子字向赤倉の一部
鳥海町上笹子字色田の一部 鳥海町上笹子字目渡
鳥海町上笹子字腕越 鳥海町上笹子字薬師堂
鳥海町上笹子字大桂 鳥海町上笹子字柳渕の一部
鳥海町上笹子字大畑 鳥海町上笹子字弥平沢
鳥海町上笹子字沖 鳥海町小川字上根子
鳥海町上笹子字川合の一部 鳥海町小川字下田表の一部
鳥海町上笹子字橇連の一部 鳥海町小川字前田
鳥海町上笹子字葛平 鳥海町小川字森子山
鳥海町上笹子字口赤沢 鳥海町下笹子字泉ケ沢の一部
鳥海町上笹子字倉手 鳥海町下笹子字泉ケ平
鳥海町上笹子字堺台 鳥海町下笹子字一ノ坪
鳥海町上笹子字皿川の一部 鳥海町下笹子字上ノ屋敷
鳥海町上笹子字清水見 鳥海町下笹子字大平
鳥海町上笹子字下野 鳥海町下笹子字大平道ノ下の一部
鳥海町上笹子字砂口 鳥海町下笹子字落合
鳥海町上笹子字高鼻 鳥海町下笹子字上杉沢
鳥海町上笹子字滝ノ上 鳥海町下笹子字上椿

鳥海町上笹子字天神の一部 鳥海町下笹子字上間木ノ平

鳥海町上笹子字峠ノ沢 鳥海町下笹子字下谷地

鳥海町上笹子字砥沢の一部 鳥海町下笹子字下瀬目の一部

鳥海町上笹子字中村の一部 鳥海町下笹子字瀬目

鳥海町上笹子字二階の一部 鳥海町下笹子字滝ノ沢

鳥海町上笹子字西久米 鳥海町下笹子字田中

鳥海町上笹子字下ノ宮 鳥海町下笹子字峠ノ下の一部

鳥海町上笹子字沼ノ平 鳥海町下笹子字中台

鳥海町上笹子字野宅 鳥海町下笹子字長畑

鳥海町上笹子字畑平 鳥海町下笹子字長畑野
鳥海町上笹子字馬場 鳥海町下笹子字日影
鳥海町上笹子字針水 鳥海町下笹子字平林
鳥海町上笹子字日影 鳥海町下笹子字間木ノ平
鳥海町上笹子字福島の一部 鳥海町下笹子字道ノ下
鳥海町上笹子字模渕の一部 鳥海町下笹子字本屋敷

お申込み受付開始日  ：2015年 1月16日（金）
サ－ビス提供開始日  ：2015年 4月  1日（水）

町丁目

由利本荘市
0184-27（8000～8999）
0184-59（2000～2999） 秋田笹子

 
 

■ 提供エリアにおいても、弊社およびお客さま設備の状況などにより一部サービスのご利用をお待ちいただいたり、ご利用いただけない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【別紙】 
 

下記行政区において、「フレッツ光」提供エリアの拡大を予定しております。 
 

市町村名 対象局番 NTT収容局

鳥海町上直根字石舟 鳥海町猿倉字芳原の一部
鳥海町上直根字岩ノ沢 鳥海町下直根字石神
鳥海町上直根字大平ノ下 鳥海町下直根字打越
鳥海町上直根字大豆梨 鳥海町下直根字大谷地
鳥海町上直根字大宮内 鳥海町下直根字岡田代の一部
鳥海町上直根字糸桶沢 鳥海町下直根字栗出
鳥海町上直根字川熊 鳥海町下直根字沢内の一部
鳥海町上直根字川熊沢 鳥海町下直根字高口の一部
鳥海町上直根字桑沢 鳥海町下直根字滝ノ沢
鳥海町上直根字小宮内 鳥海町下直根字立居地
鳥海町上直根字清水尻 鳥海町下直根字中村
鳥海町上直根字堰ノ上 鳥海町下直根字迯小屋
鳥海町上直根字タカノスの一部 鳥海町下直根字間木
鳥海町上直根字田代 鳥海町下直根字末坂
鳥海町上直根字田中 鳥海町下直根字吉谷地
鳥海町上直根字トミ沢 鳥海町中直根字礒ノ沢の一部
鳥海町上直根字彦八沢の一部 鳥海町中直根字茅野
鳥海町上直根字ヤシキ沢 鳥海町中直根字川端
鳥海町上直根字山サキの一部 鳥海町中直根字小沢の一部
鳥海町上直根字山ノ下の一部 鳥海町中直根字清水沢
鳥海町才ノ神字大森 鳥海町中直根字舘ノ沢
鳥海町才ノ神字カクチヒラの一部 鳥海町中直根字田中沢
鳥海町才ノ神字上谷地 鳥海町中直根字中山
鳥海町才ノ神字中谷地 鳥海町中直根字ヒノ沢の一部
鳥海町才ノ神字前谷地 鳥海町中直根字前ノ沢の一部
鳥海町猿倉の一部 鳥海町中直根字馬垣
鳥海町猿倉字板平 鳥海町中直根字柳下
鳥海町猿倉字沖の一部 鳥海町中直根字山ノ下
鳥海町猿倉字奥山前の一部 鳥海町中直根字四ツ矢
鳥海町猿倉字上大川端 鳥海町百宅字翁畑
鳥海町猿倉字伐留 鳥海町百宅字奥山
鳥海町猿倉字清水下 鳥海町百宅字倉ノ下
鳥海町猿倉字十二ノ前 鳥海町百宅字境堂の一部
鳥海町猿倉字外谷地の一部 鳥海町百宅字清水沢
鳥海町猿倉字滝ノ下 鳥海町百宅字清水尻
鳥海町猿倉字檀ノ腰 鳥海町百宅字舘ノ下
鳥海町猿倉字栩木沢の一部 鳥海町百宅字田中沢
鳥海町猿倉字長根下 鳥海町百宅字中村
鳥海町猿倉字藤木沢 鳥海町百宅字野添
鳥海町猿倉字梵天野 鳥海町百宅字梵天平
鳥海町猿倉字宮ノ沢 鳥海町百宅字山ノ沢
鳥海町猿倉字山根 鳥海町百宅字山花
鳥海町猿倉字湯ノ沢 鳥海町百宅字滝ノ上

お申込み受付開始日  ：2015年 1月16日（金）
サ－ビス提供開始日  ：2015年 4月  1日（水）

町丁目

由利本荘市
0184-27（7000～7999）
0184-58（2000～2999） 直根

 
 

■ 提供エリアにおいても、弊社およびお客さま設備の状況などにより一部サービスのご利用をお待ちいただいたり、ご利用いただけない場合があります。 

 

 


