平成 22 年 11 月 16 日
NTT 東日本青森支店
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ＮＴＴ東日本青森支店（支店長 上西 祐司）では、光ブロードバンドサービス「フレッツ 光ネクスト」を新たに
おいらせ町・鰺ヶ沢町・新郷村の一部地域においてサービスを提供いたします。あわせて、「フレッツ 光ネクスト」
を利用したＩＰ電話サービス「ひかり電話」もサービス提供いたします。
また八戸市の一部地域においてサービス提供地域を拡大します。
サービス提供地域拡大に伴い、平成 22 年 11 月 17 日（水）午前 9 時より事前受付を開始いたします。
今回の提供地域拡大に関する詳細は、次のとおりです。
１．「フレッツ 光ネクスト」「ひかり電話」提供開始日と提供拡大地域
サービス提供拡大地域 ※

提 供 開 始 日

事前受付開始日時

八戸市の一部
平成 22 年 12 月 21 日（水）
おいらせ町の一部
鰺ヶ沢町の一部

平成 23 年 11 月 24 日（火）

新郷村の一部

平成 23 年 11 月 21 日（金）

鰺ヶ沢町の一部

平成 23 年 12 月 21 日（火）

平成 22 年 11 月 17 日（水）
午前 9:00～

※ 提供町丁目にお住まいで、該当局番をご利用の方
※ 上記提供地域内でも、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。
※ 上記サービス提供拡大地域の詳細については、【別紙】をご参照ください。

２．提供サービスメニュー（フレッツ 光ネクスト）
ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリータイプ
マンション・ハイスピードタイプ※、マンションタイプ※、ビジネスタイプ※
※ 上記サービス品目提供地域については、【別紙】をご参照ください。

３．お客様からのお申し込み、お問合せ先
インターネットの場合 ： フレッツ公式ホームページ
（URL）http://flets.com/
電話の場合
： NTT 東日本フレッツ受付センタ
フリーダイヤル 0120-116116
［受付時間：午前 9 時～午後 9 時 年中無休（年末年始を除きます）］

【別紙】
次の行政区内において、「フレッツ 光ネクスト」の事前受付、サービス提供を開始します。
◆ 提供開始日
提供メニュー
市町村名

： 平成 22 年 12 月 1 日（水）
： ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリータイプ
： マンション・ハイスピードタイプ、マンションタイプ、ビジネスタイプ
町丁目
対象局番

大字市川町

八戸市
（0178）

おいらせ町
（0178）

字赤川、字赤川下、字赤坂下、字赤畑、字市川、
字市川後、字稲荷後、字稲荷下、字稲荷岱、
字姥懐、字大沢下、字壁取下、字上大谷地、
字上川原、字北雷平、字鮫ノ口、字下揚、
字下大川端、字下大谷地、字下川原、字下田堺、
字下中平沖、字菖蒲谷地、字尻引、字新田、
字新堀、字菅谷地、字高田、字高丁場、字高森、
字高屋敷、字田ノ沢下、字堂ノ下、字轟木、
字轟木前、字轟木前谷地、字中川原、字中谷地、
字夏秋、字橋向、字浜、字船場川原、字古館、
字南雷平、字南尻引、字向谷地、字向谷地前、
字和野、字和野前、字藁田柳
多賀台１丁目～４丁目
秋堂、牛込平、後田、獺野、内山平、上明堂、上前田、川端、
黒坂谷地、下明堂、下境、下前田、下屋敷、新助川原、新田、
千刈田、土取、堤田、苗平谷地、苗振谷地、沼端、東後谷地、
東下川原、東下谷地、東前川原、一川目、深沢平、堀ノ内、向坂
一川目１丁目～４丁目
深沢１丁目～２丁目
松原１丁目～２丁目
洋光台１丁目～６丁目
赤田前、秋堂、明土、阿光坊、洗平、鶉久保山、上川原、上久保、
上谷地、川端、木崎、北下田、黒坂谷地、小前谷地、境田、三本木、
下境、上水下、神明前、染屋、高田、丈の端、立蛇、舘越、中下田、
中平下長根山、中野平、中谷地、菜飯、西後谷地、新敷、西下川原、
西下谷地、西前川原、沼小屋、馳下り、浜道、彦七川原、瓢、
古間木山、間木、南下田、向川原、向山

(50)1000～1999
(52)1000～8999
ひかり電話専用番号

(20)7000～9999
(32)0000～0999
(32)6000～7999
(38)0000～1999
(38)3000～9999
(70)0000～0999
(70)5000～6999
(71)0000～0999
(71)5000～7999
(80)7000～7999

(50)0000～0999
(50)3000～3999
(50)5000～6999
(56)2000～5999
(56)8000～8999
ひかり電話専用番号

(20)7000～9999
(32)0000～0999
(32)6000～7999
(38)0000～1999
(38)3000～9999
(70)0000～0999
(70)5000～6999
(71)0000～0999
(71)5000～7999
(80)7000～7999

◆ 提供開始日
提供メニュー
市町村名

： 平成 23 年 1 月 4 日（火）
： ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリータイプ
町丁目

大字赤石町
大字赤石町
大字新町
大字姥袋町
大字北浮田町
大字米町
大字新地町
大字館前町
大字田中町
大字釣町
大字中村町
大字中村町

鰺ヶ沢町
（0173）

大字七ツ石町
大字浜町
大字浜横沢町
大字浜横沢町
大字日照田町
大字富根町
大字本町
大字舞戸町
大字舞戸町

大字南浮田町
大字湯舟町

対象局番

字宇名原、字大和田、字川原地、字砂山、字家岸、
字山岸、字世永
字大磯、字霜坂熊ケ沢、字霜坂滝ノ下、字地割出戸
字新沢、字今須、字今須浜田、字今須前田、
字兼草、字外馬屋、字外馬屋前田、字平野

字小津軽沢、字館ノ下、字山口

字上栄山、字上清水崎、字上山ノ井、字下栄山、
字下清水崎、字下山ノ井、字中清水崎、
字中山ノ井、字山本
(72)2000～9999
(82)1000～2999
字金沢、字鷺泊、字下鷺泊、字野宮、字船越
字下川原、字野脇、字吉川

字小浜、字上富田、字蒲生、字北禿、字清滝、
字後家屋敷、字小夜、字下富田、字鳴戸、
字西阿部野、字西禿、字西松島、字東阿部野、
字東禿、字東松島、字久富、字三ツ沢、字鷲見
字金沢街道ノ沢、字早田、字東田臼ケ久保、
字美ノ捨、字米山
字七尾、字若山、字若山杢沢

大字淀町
大字漁師町

※マンション・ハイスピードタイプ、マンションタイプ、ビジネスタイプはご利用できません

◆ 提供開始日
提供メニュー
市町村名

： 平成 23 年 1 月 21 日（金）
： ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリータイプ
町丁目

大字西越
大字西越

大字戸来
大字戸来

新郷村
（0178）

対象局番

字石ケ守、字石森平、字浮口、字大下モ、
字大谷地、字温泉沢、字貝屋敷、字釜坂、字北向、
字崩、字郡司、字五篭、字木ノ間、字西越、字逆沢、
字佐野平、字沢口、字沢向、字下堂ケ前、字平、
字鷹巣、字滝沢向、字舘、字田中、字寺久保、
字堂ケ沢、字堂ケ前、字堂ノ上、字栃窪、字中崎、
字中鶴間、字咽畑、字林ノ前、字日向、字法呂、
字細野、字前田、字間舘、字松屋敷、字間明田、
字水上、字向田、字向平、字谷地中、字横沢
字赤坂森、字雨池、字荒巻、字石無坂、字後川原、
字宇藤坂下、字扇ノ沢、字扇ノ沢家ノ下、
字扇ノ沢北向、字大久保、字大久保長根、字掛畑、
字桂橋向、字金ケ沢、字金ケ沢坂ノ下、
字金ケ沢下モ平、字金ケ沢尻、字金ケ沢森ノ下、
字上川原、字上後藤、字上栃棚、字上栃棚前、
字上栃棚森ノ下、字川台、字川代坂ノ上、字北向、
字鞍掛沢、字倉沢出口、字小坂、字小坂ノ上、
字小坂前、字小沢平、字笹森、字沢口、字沢出口、
字沢向、字鹿田、字鹿田山ノ下、字篠谷地、
字下後渡、字下丹母、字重堂、字白籏、字新田、
字銭神、字高畑下、字高向、字滝沢、字舘神、
字舘向、字田中、字田中家ノ下タ、字田茂代、
字田茂代家ノ下モ、字田茂代家ノ向、字丹内沢、
字寺久保、字栃棚ノ上、字中里家ノ浦、
字中里家ノ下モ、字中野、字中野平、字長峯、
長峯家ノ下、字西沢口、字沼田、字野月、
字羽井内家ノ上、字羽井内家ノ下モ、字橋ノ下、
字鉢森、字馬場谷地、字早坂、字林ノ上、字林ノ下、
字東袋、字風呂前、字盆台、字前鹿田、字曲戸前、
字松森、字三嶽下、字向落合、字向谷地、
字六ツ橋、字女ケ崎、字森ノ上、字八ツ役

（61）7000～7999
（78）2000～3999

※マンション・ハイスピードタイプ、マンションタイプ、ビジネスタイプはご利用できません

◆ 提供開始日
提供メニュー
市町村名

： 平成 23 年 2 月 1 日（火）
： ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリータイプ
町丁目

大字芦萢町
大字浜横沢町
大字松代町
大字北浮田町
大字小屋敷町
大字建石町

鰺ヶ沢町
（0173）

大字長平町
大字湯舟町
大字鬼袋町
大字小森町
大字館前町
大字種里町
大字一ツ森町

大字深谷町
大字南金沢町

字尾上崎、字鹿子石、字上雲母坂、字下雲母坂、
字下菖蒲沢、字玉坂、字日ノ下、字響滝
字椛ノ沢、字深沢
字白沢、字土倉
字外馬屋、字外馬屋前田
字浮橋、字袖ケ崎
字大平、字大曲、字島田、字成沢、字雲雀野、
字餅ノ沢
字乙音羽山、字甲音羽山、字谷口、字西岩木山
字七尾、字若山
字大柳
字恩愛沢、字高根山、字野田
字後口田、字館ノ下
字有原、字大津、字大柳、字駒ケ淵、字堤ノ沢、
字中崎、字前田
字赤サマ、字大谷、字大谷脇ノ沢、字上大谷、
字上禿、字禿、字葛ケ沢、字崩ケ沢、字湯涌淵、
字吉川
字黒森、字菅沼、字滝ノ沢、字細ケ平、
字細ケ平野山、字矢倉山、字若山
字上唐松、字上高根山、字唐松、字高根山、
字床夏、字晴間、字平塚、字袋井

対象局番
(73)2000～2999
(82)9000～9999

(72)1000～1999
(82)5000～5999

(79)2000～2999
(82)7000～7999

※マンション・ハイスピードタイプ、マンションタイプ、ビジネスタイプはご利用できません

＊ 上記記載の地域でも、サービスのご利用をお待ちいただいたり、一部ご利用いただけない地域がございます。
＊ 今後のサービス提供拡大地域に関する詳細（お申込み受付開始日・サービス提供開始日）については、
＊ 順次弊社のホームページ （http://www.ntt-east.co.jp/）等でお知らせいたします。

