（お知らせ）

平成 25 年 5 月 23 日
NTT 東日本 埼玉支店

「雷防護アダプタ
雷防護アダプタ（
サンダーカット）」のお取り付けについて
アダプタ（サンダーカット）
NTT 東日本 埼玉支店では、埼玉県内において、特に夏場の時期に落雷による影響で、多くのお客さまの通信機
器が故障となる事象が発生しており、大変ご迷惑をお掛けしております。
このため、落雷の影響を受けやすい通信機器（フレッツ光のルータ等）をご利用いただいているお客さまへは、雷か
ら守る機器として「雷防護アダプタ（サンダーカット）」を無料でお取り付けする対策を実施させていただいております。
お取り付けする「雷防護アダプタ（サンダーカット）」は、雷により発生する異常電流から、通信機器を防護する機能
を有しており、故障を未然に防ぐことができる機器です。
今回は、埼玉県内におきまして相当数のお客さまへお取り付けすることから、弊社グループ会社社員または、委託
している協力会社社員がお客さま宅へお伺いし、お取り付けを行っております。(※参考資料)
お客さまには大変お手数をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。

雷防護アダプタ 取付け例
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※マンションタイプ（VDSL 方式・LAN 配線方式）は除きます。
お取り付け時間は、約１０～２０分程度となりますので、ご協力をお願いいたします。
※最近、対象エリア外のお客さまから「雷防護アダプタ（サンダーカット）のお取り付けを装い、お客さま宅への訪問が
あった」とのお申し出を頂いております。
NTT 東日本 埼玉支店は、雷防護アダプタ（サンダーカット）のお取り付けでお伺いした際は、無料にてお取り付け
をしておりますので十分ご注意願います。
□ 雷防護アダプタのお取り付け対象となるフレッツ光回線は、以下の回線となります。
フレッツ 光ライト ファミリータイプ／ フレッツ 光ライト マンションタイプ（光配線方式）
フレッツ 光ネクスト マンション･ハイスピードタイプ（光配線方式）
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ（光配線方式）
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ / フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
B フレッツ ハイパーファミリータイプ／ B フレッツ マンションタイプ（光配線方式）
□ お客さま宅へご訪問させていただく工事会社について
弊社グループ会社社員または、委託している協力会社となっており、ご利用の地域によって異なります。
なお、訪問させていただく工事会社に関しましては、別紙１～３を参照してください。
〔注意事項〕
・ 雷防護アダプタは、お客さま宅内に設置しているフレッツ光宅内機器（「ひかり電話」対応ルータ）の、雷が要因となる故障を抑制するも
のであり、全ての故障を保障するものではございません。
・ 雷防護アダプタを設置していても、雷により発生する異常電流・電圧の侵入経路、強度等により、故障に至るケースがございます。

［別紙１］
市町村名
さいたま市
浦和区

主な実施地域

工事実施
会社名

木崎 1・５丁目・北浦和１丁目・駒場 1・２丁目・瀬ヶ崎１～５丁目・大東１～３丁目・常盤３丁目・東岸町・東高砂町
東仲町・前地１～３丁目・元町１～３丁目・本太１～５丁目・領家１～５丁目・岸町５～７丁目・神明 1・２丁目
高砂３・４丁目・仲町４丁目

さいたま市
道祖土１～４丁目・太田窪１・３丁目・原山１～４丁目・三室・山﨑１丁目
緑区
円正寺・大谷口・大谷場１・２丁目・太田窪・太田窪２・４・５丁目・広ヶ谷戸・南浦和１～４丁目・内谷１～７丁目
さいたま市
鹿手袋１～７丁目・白幡１～６丁目・神明１・２丁目・関１・２丁目・辻１～８丁目・沼影 1～３丁目・根岸１～５丁目
南区
文蔵１～５丁目・別所１～７丁目・曲本１～５丁目・松本１～４丁目・南本町１・２丁目・四谷１～３丁目
さ い た ま 市 桜田１～３丁目・新開・新開１～４丁目・関・田島・田島１～１０丁目・道場・道場１・３～５丁目・西堀１～７丁目
桜区
町谷・町谷１・３・４丁目・南元宿１丁目
さいたま市
大戸１丁目
中央区
さ い た ま 市 三橋１～４丁目・大成町１～３丁目・上小町・櫛引町１丁目・桜木町２～４丁目・高鼻町４丁目・土手町１・３丁目
大宮区
錦町
植竹町１・２丁目・大成・大成町４丁目・上加・加茂宮・櫛引町２丁目・今羽町・土呂・土呂町・土呂町１・２丁目
さいたま市
奈良町・西本郷・西谷・日進町１～３丁目・東大成町１・２丁目・別所町・本郷町・盆栽町・見沼２・３丁目
北区
宮原町１～４丁目・吉野町１・２丁目
さいたま市
砂町２丁目・東大宮２～４丁目
見沼区
飯田・飯田新田・植田谷本・植田谷本村新田・上野本郷・内野本郷・上内野・指扇・指扇領辻・指扇領別所
さいたま市
佐知川・三条町・島根・下内野・昭和・清河寺・高木・塚本・塚本町１～３丁目・土屋・中釘・中野林・西遊馬
西区
西内野・平方領々家・二ツ宮・プラザ・宝来・水判土・峰岸・三橋５・６丁目・宮前町・湯木町１・２丁目・西新井
安行領根岸・伊刈・上青木２～６丁目・上青木西３～５丁目・北園町・小谷場・在家町・芝１丁目～５丁目・芝
芝下１～３丁目・芝新町・芝園町・芝中田１・２丁目・芝樋ノ爪１・２丁目・芝富士１・２丁目・前上町・前川１～４丁目
前川町２～４丁目・南前川２丁目・柳崎１～５丁目・柳根町・芝塚原１・２丁目・芝西１・２丁目・芝高木１・２丁目
川口市
芝東町・芝宮根町・朝日１～６丁目・新井町・金山町・川口１丁目・河原町・栄町１～３丁目・末広１～３丁目
東領家１～５丁目・船戸町・本町１～４丁目・元郷１～６丁目・弥平１～４丁目・領家１～５丁目
栄町１～５丁目・岡１～３丁目・幸町１～３丁目・溝沼１～７丁目・根岸台１～８丁目・
三原１～５丁目・西弁財１・２丁目・青葉台１丁目・泉水１～３丁目・岡・下内間木・溝沼・根岸・台・仲町１・２丁目
朝霞市
・東弁財１～３丁目・膝折町１～５丁目・本町１～３丁目・宮戸１～４丁目・
三原２～４丁目・西原１・２丁目・浜崎・朝志ケ丘１～４丁目・浜崎１～４丁目・北原１・２丁目・宮戸・膝折
下新倉１～６丁目・丸山台１～３丁目・広沢・新倉１～８丁目・諏訪・下新倉・新倉・中央１・２丁目
和光市
南１丁目・白子１～４丁目・本町・南２丁目・西大和団地・諏訪原団地
下宗岡１～４丁目・館１・２丁目・幸町１～４丁目・上宗岡１～５丁目・中宗岡１～５丁目・
志木市
柏町１～６丁目・本町１～６丁目・宗岡
あたご１～３丁目・栄１～５丁目・新座１～３丁目・新塚１丁目・菅沢１・２丁目・西堀１丁目・
石神１・２丁目・大和田１～５丁目・池田１～５丁目・中野１・２丁目・東１～３丁目・道場１・２丁目・
新座市
馬場１～４丁目・畑中１～３丁目・片山１～３丁目・北野１～３丁目・堀ノ内１～３丁目・
本多１・２丁目・野火止１～８丁目・野寺１～４丁目・東北１・２丁目・新塚
春日部市
千間１丁目

越谷市

大沢・大沢１～４丁目・大里・大杉・大竹・大泊・大林・大房・大松・大道・大吉・小曽川・恩間・恩間新田・上間久里
北後谷・北川崎・北越谷１～５丁目・三野宮・下間久里・神明町１～３丁目・砂原・千間台西１～６丁目・西新井
野島・平方・袋山・舟渡・南荻島・向畑・弥栄町１～４丁目・弥十郎・平方南町・東大沢１～５丁目
千間台東１～４丁目・赤山町１～５丁目・瓦曽根１～３丁目・北後谷・越ヶ谷・越ヶ谷１～５丁目・越ヶ谷本町
御殿町・七左町２・６・７・８丁目・新川町１・２丁目・中島・中町・中島１～３丁目・西新井・西方・花田
東越谷１～１０丁目・東柳田町・増林・増森・南越谷１～４丁目・宮本町１～５丁目・元柳田町・谷中町１～４丁目
柳町・弥生町・増林１～３丁目・増森 1・２丁目・長島・花田１～７丁目・宮前１丁目・西方１・２丁目・赤山本町

草加市

遊馬町・神明１・２丁目・住吉１・２丁目・草加１～５丁目・高砂１・２丁目・中央１・２丁目・手代町・苗塚町・西町
新里町・氷川町・谷塚上町・谷塚仲町・谷塚町・柳島町・吉町１～５丁目・両新田西町・両新田東町・稲荷１丁目
花栗１～４丁目・瀬崎１～７丁目・谷塚１・２丁目・旭町４～６丁目・北谷町・栄町２丁目・新栄町・新善町・清門町
長栄町・原町１～３丁目・松原１～５丁目・学園町・北谷１～３丁目・小山１・２丁目・金明町

八潮市

西袋・柳之宮

※注：各市町村の全ての地域で実施しているものではございません。

株式会社
NTT 東日
本-埼玉
(弊社ｸﾞﾙ
ｰﾌﾟ会社)

［別紙２］
町村名

熊谷市

主な実施地域

工事実施
会社名

平塚新田・万吉・村岡・楊井・上恩田・屈戸・小泉・下恩田・手島・中恩田・中曽根・板井・小江川・押切・上新田
江南中央１～３丁目・塩・柴・須賀広・千代・成沢・野原・樋春・御正新田・三本・飯塚・市ノ坪・江波・大野・男沼
上江袋・上須戸・上根・葛和田・善ケ島・田島・俵瀬・出来島・道ケ谷戸・永井太田・西城・西野・原井・日向・弁財
間々田・妻沼・妻沼台・妻沼中央・妻沼西１・２丁目・妻沼東１～５丁目・八木田・八ツ口・弥藤吾・大麻生・上奈良
川原明戸・久保島・小島・下増田・拾六間・高柳・新堀・新堀新田・西別府・東別府・武体・御稜威ケ原・三ヶ尻
美土里町１～３丁目・玉井・玉井１～５丁目・別府１～５丁目・玉井南１～３丁目・籠原南１～３丁目
東方・長在家

深谷市
比企郡
山田
滑川町
ふじみ野市 福岡
三芳町

藤久保

富士見市

羽沢１～３丁目・榎町・貝塚１・２丁目・関沢１～３丁目・山室１・２丁目・上沢１～３丁目・
針ケ谷１・２丁目・諏訪１・２丁目・水谷１・２丁目・水谷東１丁目・西みずほ台１～３丁目・
下南畑・勝瀬・上南畑・針ケ谷・水子・鶴馬・東大久保・南畑新田・鶴瀬西２・３丁目・
鶴瀬東１・２丁目・鶴馬１～３丁目・渡戸１～３丁目・東みずほ台１～４丁目・
ふじみ野西１～４丁目・ふじみ野東１～４丁目・みどり野北・みどり野西・みどり野東・みどり野南
水谷東２・３丁目

川越市

所沢市

かし野台１・２丁目・むさし野・旭町１～３丁目・稲荷町・岸町１～３丁目・熊野町・広栄町・
今成４丁目・砂新田１～６丁目・三光町・四都野台・寿町１・２丁目・上野田町・新宿町１～６丁目
諏訪町・清水町・仙波町３丁目・下松原・下新河岸・下赤坂・岸・牛子・今福・砂・砂久保・砂新田
山城・寺尾・小ケ谷・小室・上松原・上新河岸・新宿・青柳・扇河岸・増形・大仙波新田・大袋・
大袋新田・大塚新田・池辺・中福・藤間・藤倉・南大塚・南田島・豊田新田・豊田本・木野目・
野田・大塚１・２丁目・大塚新町・田町・東田町・藤原町・南台１～３丁目・南大塚１～６丁目・
日東町・豊田町１～３丁目・野田町１・２丁目・脇田新町・脇田本町・むさし野南
今泉・大中居・萱沼・鴨田・木野目・久下戸・小中居・渋井・下老袋・高島・並木・並木新町・古市場・古谷上
古谷本郷・南田島・八ツ島・並木西町・泉町・藤木町
伊佐沼・石田・石田本郷・石原町１・２丁目・大仙波・大手町・小ケ谷・御成町・上老袋・上寺山・川越・岸町・北田島
喜多町・久保町・郭町１・２丁目・小仙波・小仙波町１～５丁目・幸町・三久保町・三光町・鹿飼・志田町・中老袋
新富町１・２丁目・神明町・末広町１～３丁目・菅間・菅原町・仙波町１～４丁目・田町・寺井・寺山・東明寺・通町
問屋町・仲町・中原町１・２丁目・西小仙波町１・２丁目・氷川町・東本宿・府川・福田・富士見・富士見町・古谷上
松江町１・２丁目・松郷・南田島・南通町・宮下町１・２丁目・宮元町・元町１・２丁目・谷中・山田・芳野台１～３丁目
連雀町・六軒町１・２丁目・脇田町・今成・城下町・今成１～３丁目・月吉
神米金・北岩岡・北所沢町・下富・中新井１～５丁目・中新井・中富・並木６丁目・花園１～４丁目・緑町１丁目
美原町１～５丁目・岩岡町・所沢新町・中富南１～４丁目
青葉台・荒幡・泉町・榎町・金山町・上新井１～５丁目・上山口・北秋津・喜多町・北有楽町・久米
けやき台１・２丁目・向陽町・小手指町１・２丁目・寿町・狭山ケ丘１丁目・勝楽寺・西住吉・西所沢１・２丁目
東狭山ケ丘１～６丁目・東住吉・東町・日吉町・星の宮１・２丁目・緑町１～４丁目・南住吉・宮本町１・２丁目
御幸町・元町・山口・有楽町・岩岡町・北中１～４丁目・くすのき台１丁目・松が丘１・２丁目
小手指南１・３・５・６丁目・小手指台

※注：各市町村の全ての地域で実施しているものではございません。

株式会社
NTT 東日
本-埼玉
(弊社ｸﾞﾙ
ｰﾌﾟ会社)

［別紙３］
市町村名

主な実施地域

工事実施
会社名

さいたま市
木崎３・４・５丁目・大東３丁目・三崎
浦和区
さいたま市
大谷口・広ヶ谷戸
南区
さいたま市 大牧・大間木・大谷口・道祖土３・４丁目・芝原１～３丁目・下山口新田・新宿・大道・中尾・蓮見新田
緑区
馬場１・２丁目・東浦和１～９丁目・松木１～３丁目・三浦・見沼・三室・宮後・宮本１・２丁目・山﨑１丁目
吉川市

旭・上内川・下内川・拾壱軒・八子新田・南広島

松伏町

魚沼・大川戸・金杉・上赤岩・下赤岩・田島・築比地・松伏・ゆめみ野１～６丁目・田中１～３丁目・松葉１・２丁目
ゆめみ野東１～４丁目・田島東

桶川市

加納・倉田・小針領家・五町臺・坂田・篠津・末広２・３丁目・舎人新田・赤堀１・２丁目・坂田東１～３丁目

北足立郡
伊奈町

小針内宿・小針新宿・羽貫・寿１～３丁目・内宿台１～６丁目・学園２・４丁目・西小針１～７丁目

愛宕町・岩槻・太田１～３丁目・加倉１～５丁目・掛・柏崎・金重・城町１・２丁目・仲町１・２丁目・並木１・２丁目
さいたま市 西原・西原台１・２丁目・西町１～５丁目・原町・東岩槻４～６丁目・東町１・２丁目・日の出町・府内３丁目・平林寺
岩槻区
本宿・本町１～６丁目・本丸１～４丁目・馬込・南辻・南平野・箕輪・宮町１・２丁目・美幸町・谷下・上野・加倉・太田
南平野１～４丁目
今鉾・大室・北篠崎・北辻・久下・久下１～６丁目・下高柳・下高柳１丁目・常泉・東栄１・２丁目・船越・水深
加須市
南大桑・南小浜・南篠崎・南篠崎１・２丁目・油井ケ島・割目・花崎北１～４丁目・花崎・花崎１～５丁目・川口
川口１～５丁目・鳩山町・大桑１・２丁目
阿保町・浦山・永田町・下影森・下宮地町・久那・宮側町・近戸町・金室町・熊木町・荒川久那
黒谷・桜木町・山田・寺尾・蒔田・上影森・上宮地町・上町１～３丁目・上野町・相生町・大宮
秩父市
大畑町・大野原・滝の上町・中宮地町・中村町１～４丁目・中町・定峰・田村・東町・道生町
栃谷・日野田町１・２丁目・番場町・別所・本町・野坂町１・２丁目・柳田町・和泉
横瀬町
芦ヶ久保・横瀬
小鹿野町 長留

川越市

鶴ヶ島市
坂戸市
入間郡
毛呂山町

日高市

日本コムシス
株式会社

（※1）

株式会社
ミ ライ ト・テ ク
ノロジーズ

（※1）

かすみ野１～３丁目・かわつる三芳野・伊勢原町１～５丁目・霞ヶ関東１～５丁目・
霞ヶ関北１～６丁目・吉田新町１～３丁目・広谷新町・上戸新町・川鶴１～３丁目・安比奈新田・栄・下広谷・下小
坂・笠幡・吉田・鯨井・鯨井新田・小堤・上戸・竹野・的場・天沼新田・平塚・的場１～２丁目・的場新町・的場北１～
２丁目・小ヶ谷・上広谷・平塚新田
池野通建
脚折町１～６丁目・共栄町・三ツ木新田２丁目・松ヶ丘１～５丁目・新町１～４丁目・下新田
株式会社
脚折・五味ヶ谷・高倉・三ツ木・上広谷・上新田・太田ヶ谷・中新田・町屋・鶴ヶ丘・藤金
富士見・南町１～３丁目・富士見１・２・３・４～６丁目・柳戸町・三ツ木新町１・２丁目
（※1）
けやき台１丁目・関間３・４丁目・西坂戸１～５丁目・萱方・厚川・四日市場・森戸・浅羽・多和目
旭台・阿諏訪・市場・岩井・大谷木・大類・川角・小田谷・権現堂・西戸・下川原・宿谷・滝ノ入・葛貫・長瀬・苦林
西大久保・前久保・箕輪田・毛呂本郷・目白台１～４丁目・若山１～３丁目・前久保南１～４丁目・中央１～４丁目
南台１～５丁目・岩井西１～５丁目・岩井東１・２丁目・平山１～３丁目
株式会社
高萩東１～３丁目・旭ヶ丘・猿田・下高萩新田・下鹿山・下大谷沢・駒寺野新田・栗坪・原宿
高岡・高萩・高富・鹿山・女影・女影新田・上鹿山・新堀・新堀新田・森戸新田・大谷沢・中鹿山・中沢・田波目・田 ミライト
木・南平沢・馬引沢・梅原・北平沢・野々宮・楡木・山根
（※1）

※注：各市町村の全ての地域で実施しているものではございません。
※1：委託している協力会社

【参考】

