
２０１９ 年 ８月 １日 

 (お知らせ)  

ＮＴＴ西日本 島根支店 

 

光アクセスサービス※1 上での放送サービスの提供開始について 

 

ＮＴＴ西日本 島根支店（支店長：三浦 隆、以下、ＮＴＴ西日本）は、島根県出雲市の一部エリアにおいて

「フレッツ・テレビ伝送サービス」の提供を開始いたします。 

これにより、放送事業者様が提供する放送サービスをＮＴＴ西日本の光アクセスサービス上で視聴するこ

とが可能となります。視聴には、ＮＴＴ西日本が提供する「フレッツ・テレビ伝送サービス」の契約と、放送事

業者様が提供する放送サービスの契約が必要です。※2 

 

※1 ＮＴＴ西日本が提供する「フレッツ光ネクスト」または光コラボレーション事業者様が提供する 

光アクセスサービス 

※2 ご利用には、フレッツ光等の契約が必要です。  

 

1. 受付開始日 

２０１９年８月８日（木） 

 

2. サービス開始日 

２０１９年９月２日（月） 

 

3. 提供サービス 

NTT 西日本より「フレッツ・テレビ伝送サービス」を提供開始 

 

4. 提供エリア 

島根県出雲市の一部エリア *詳細については下段を参照願います。 

 

5. 放送事業者（2019 年 8 月 1 日時点） 

出雲ケーブルビジョン株式会社 

〒693-0021 島根県出雲市塩冶町 1291 番地 24 

ｔｅｌ.０８５３－２１－９８１１ / fax.０８５３－２１－９８１０ 

ホームページ https://www.icv-izumo.ne.jp/ 

注：当エリアでは、スカパーＪＳＡＴ（株）が提供する放送サービス「テレビ視聴サービス」 

の提供はしておりません。 

 

 

 



6. お客さまからの申込、お問い合わせ先 

（1） フレッツ・テレビ伝送サービスに関する件 

ＮＴＴ西日本 tel.０１２０－１１６１１６ *携帯電話、ＰＨＳからもご利用いただけます。 

受付時間：9:00～17:00 *土曜・日曜・祝日も受付しております。 

（年末年始 12/29～1/3 を除きます） 

注：ＮＴＴ西日本エリア以外からはご利用になれません。 

 

（2） 放送サービスに関する件 

出雲ケーブルビジョン株式会社 tel.０８５３－２１－９８１１ 

受付時間：10:00～17:00 *土曜・日曜・祝日も受付しております。 

（年末年始 12/29～1/3 を除きます） 

 

7. その他関連情報 

（1） 出雲ケーブルビジョン株式会社様とＮＴＴ西日本の協業について 

ホームページ https://www.ntt-west.co.jp/news/1901/190130a.html 

 
（2） 提供エリアの住所詳細 

  

出雲市芦渡町 出雲市大津町大曲 出雲市大社町杵築北東新町 出雲市小山町小神 

出雲市芦渡町本郷 出雲市大津町上来原 出雲市大社町鷺浦 出雲市小山町築山 

出雲市医大南町１丁目 出雲市大津町北区 出雲市大社町修理免 出雲市上塩冶町築山 

出雲市医大南町２丁目 出雲市大津町切跡 出雲市大社町修理免駅通 出雲市神門町沖上 

出雲市医大南町３丁目 出雲市大津町至誠 出雲市大社町修理免原町 出雲市神門町沖中 

出雲市稲岡町 出雲市大津町下大津 出雲市大社町修理免上原 出雲市西林木町東組 

出雲市稲岡町大年 出雲市大津町下来原 出雲市大社町修理免西原 出雲市大津町向薬師 

出雲市駅南町１丁目 出雲市大津町昭栄 出雲市大社町修理免中の島 出雲市知井宮町栄 

出雲市駅南町２丁目 出雲市大津町上成 出雲市大社町修理免本郷西 出雲市知井宮町真幸ケ丘 

出雲市駅南町３丁目 出雲市大津町大正 出雲市大社町修理免本郷東 出雲市知井宮町保知石 

出雲市駅北町 出雲市大津町長者原 出雲市大社町入南 出雲市知井宮町両下 

出雲市塩冶原町１丁目 出雲市大津町本町 出雲市大社町入南入南上 出雲市渡橋町渡橋 

出雲市塩冶原町２丁目 出雲市大津町町上 出雲市大社町入南入南中 出雲市馬木町 

出雲市塩冶原町３丁目 出雲市大津町南区 出雲市大社町入南鑓ケ崎後 出雲市姫原町 

出雲市塩冶神前１丁目 出雲市大津町明休 出雲市大社町入南鑓ケ崎西 出雲市姫原町上の島 

出雲市塩冶神前２丁目 出雲市大津町元町 出雲市大社町入南鑓ケ崎東 出雲市武志町武志下 

出雲市塩冶神前３丁目 出雲市大津町薬師 出雲市大社町菱根 出雲市平成町 

出雲市塩冶神前４丁目 出雲市大津町山廻 出雲市大社町菱根河原谷 出雲市矢尾町神門谷 

出雲市塩冶神前５丁目 出雲市大津町枝大津 出雲市大社町菱根原西 出雲市里方町本郷 

出雲市塩冶神前６丁目 出雲市大津町中町 出雲市大社町菱根原東 出雲市古志町 



出雲市塩冶善行町 出雲市大塚町 出雲市大社町菱根三十歩山 出雲市古志町徳連 

出雲市塩冶町 出雲市大島町 出雲市大社町菱根菱根上 出雲市高松町三作 

出雲市塩冶町揚 出雲市知井宮町 出雲市大社町菱根菱根西 出雲市斐川町黒目 

出雲市塩冶町海上 出雲市知井宮町浅柄 出雲市大社町菱根菱根中 出雲市斐川町黒目黒目新田 

出雲市塩冶町大正 出雲市知井宮町嘉儀 出雲市大社町北荒木 出雲市斐川町黒目上黒目 

出雲市塩冶町高西 出雲市知井宮町北組 出雲市大社町北荒木駅通 出雲市斐川町坂田 

出雲市塩冶町弓原 出雲市知井宮町中組 出雲市大社町北荒木川方南 出雲市斐川町三分市 

出雲市塩冶町南町２丁目 出雲市築山新町 出雲市大社町北荒木川方北 出雲市斐川町中洲 

出雲市塩冶町南町３丁目 出雲市中野町 出雲市大社町遥堪 出雲市斐川町阿宮 

出雲市塩冶町南町４丁目 出雲市中野町上 出雲市大社町遥堪阿式谷 出雲市斐川町沖洲 

出雲市塩冶町南町５丁目 出雲市中野町寺 出雲市大社町遥堪沖町 出雲市斐川町学頭 

出雲市塩冶有原町１丁目 出雲市中野美保南１丁目 出雲市大社町遥堪花摘 出雲市斐川町学頭下畑 

出雲市塩冶有原町２丁目 出雲市中野美保南２丁目 出雲市大社町遥堪鎌代 出雲市斐川町学頭軍原 

出雲市塩冶有原町３丁目 出雲市中野美保南３丁目 出雲市大社町遥堪極楽山 出雲市斐川町学頭新田畑 

出雲市塩冶有原町４丁目 出雲市中野美保北１丁目 出雲市大社町遥堪西湯屋谷 出雲市斐川町学頭大井上 

出雲市塩冶有原町５丁目 出雲市中野美保北２丁目 出雲市大社町遥堪石臼 出雲市斐川町求院 

出雲市塩冶有原町６丁目 出雲市中野美保北３丁目 出雲市大社町遥堪谷山下 出雲市斐川町原鹿 

出雲市荻杼町 出雲市天神町 出雲市大社町遥堪谷山上 出雲市斐川町原鹿宮西 

出雲市荻杼町報徳 出雲市天神町北天神 出雲市大社町遥堪樽戸谷 出雲市斐川町原鹿東北 

出雲市下古志町 出雲市天神町南天神 出雲市大社町遥堪東湯屋谷 出雲市斐川町今在家 

出雲市古志町 出雲市渡橋町 出雲市大社町遥堪繁の谷 出雲市斐川町三絡 

出雲市古志町井上 出雲市渡橋町有原 出雲市下横町 出雲市斐川町出西 

出雲市古志町下新宮 出雲市渡橋町沖渡橋 出雲市外園町 出雲市斐川町出西下出西 

出雲市古志町徳連 出雲市東林木町 出雲市荒茅町 出雲市斐川町出西上出西 

出雲市古志町本郷 出雲市日下町 出雲市荒茅町下向 出雲市斐川町出西中出西 

出雲市江田町 出雲市白枝町 出雲市荒茅町下組 出雲市斐川町上庄原 

出雲市荒茅町 出雲市白枝町井原 出雲市荒茅町茅原 出雲市斐川町上庄原新晃 

出雲市荒茅町中組 出雲市八島町 出雲市荒茅町上向 出雲市斐川町上庄原新川 

出雲市高岡町 出雲市姫原１丁目 出雲市荒茅町上組 出雲市斐川町上庄原神田 

出雲市高松町 出雲市姫原２丁目 出雲市荒茅町中組 出雲市斐川町上庄原南田波 

出雲市今市町 出雲市姫原３丁目 出雲市荒茅町北組 出雲市斐川町上庄原馬役 

出雲市今市町相生町 出雲市姫原４丁目 出雲市高松町 出雲市斐川町上直江 

出雲市今市町恵美須町 出雲市姫原町 出雲市高松町曲松 出雲市斐川町上直江駅前 

出雲市今市町扇町 出雲市浜町 出雲市高松町北原 出雲市斐川町上直江大島 

出雲市今市町小川町 出雲市浜町島田 出雲市松寄下町 出雲市斐川町上直江八頭 

出雲市今市町鑑町 出雲市浜町砂子田 出雲市西園町 出雲市斐川町神庭 

出雲市今市町加田町 出雲市浜町南浜 出雲市西園町下長浜 出雲市斐川町神庭神庭谷 



出雲市今市町上町 出雲市武志町 出雲市西園町境島 出雲市斐川町神庭西谷 

出雲市今市町喜多町 出雲市平野町 出雲市西園町原分 出雲市斐川町神氷 

出雲市今市町京町 出雲市矢尾町 出雲市西園町向原 出雲市斐川町神氷神守 

出雲市今市町境町 出雲市矢野町 出雲市西園町高見 出雲市斐川町神氷氷室 

出雲市今市町三京町 出雲市里方町 出雲市西園町上長浜 出雲市斐川町荘原 

出雲市今市町新町 出雲市里方町別所 出雲市長浜町 出雲市斐川町荘原旭町 

出雲市今市町末広町 出雲市常松町 出雲市東園町 出雲市斐川町荘原下新川 

出雲市今市町代官町 出雲市大社町鵜峠 出雲市東園町中南 出雲市斐川町荘原汽船町 

出雲市今市町鷹の沢 出雲市大社町杵築西 出雲市東園町北園 出雲市斐川町荘原湖西 

出雲市今市町中央通り 出雲市大社町杵築西永徳寺坂 出雲市白枝町 出雲市斐川町荘原幸町 

出雲市今市町塚根 出雲市大社町杵築西下大土地 出雲市湖陵町差海 出雲市斐川町荘原新生町 

出雲市今市町寺町 出雲市大社町杵築西住吉町 出雲市湖陵町差海奥東 出雲市斐川町荘原中央東 

出雲市今市町中川町 出雲市大社町杵築西小土地一南 出雲市湖陵町差海空口 出雲市斐川町荘原島灘 

出雲市今市町中町 出雲市大社町杵築西小土地一北 出雲市湖陵町差海蛇島西 出雲市斐川町荘原東信和町 

出雲市今市町二京町 出雲市大社町杵築西小土地三西 出雲市湖陵町差海石谷中 出雲市斐川町荘原南灘 

出雲市今市町半ケ沢町 出雲市大社町杵築西小土地三東 出雲市湖陵町差海石谷東 出雲市斐川町荘原八雲東 

出雲市今市町東本通り 出雲市大社町杵築西小土地二 出雲市湖陵町差海石谷南 出雲市斐川町荘原美幸町 

出雲市今市町日吉町 出雲市大社町杵築西上大土地 出雲市湖陵町差海中組 出雲市斐川町中洲 

出雲市今市町東町 出雲市大社町杵築西西立小路 出雲市湖陵町三部 出雲市斐川町中洲上組 

出雲市今市町本町 出雲市大社町杵築西赤塚 出雲市湖陵町三部西三部 出雲市斐川町中洲中洲新田 

出雲市今市町行幸町 出雲市大社町杵築東 出雲市湖陵町常楽寺 出雲市斐川町鳥井 

出雲市今市町宮の前 出雲市大社町杵築東宮西町 出雲市湖陵町常楽寺西上 出雲市斐川町直江 

出雲市今市町若葉町 出雲市大社町杵築東宮内 出雲市湖陵町大池 出雲市斐川町直江つつじケ丘 

出雲市今市町一ノ谷 出雲市大社町杵築東元町 出雲市湖陵町大池清水 出雲市斐川町直江共栄町 

出雲市今市町観音寺町 出雲市大社町杵築東御宮通 出雲市湖陵町大池台場 出雲市斐川町直江結 

出雲市今市町幸町 出雲市大社町杵築東四ツ角 出雲市湖陵町二部 出雲市斐川町直江新市 

出雲市今市町真光町 出雲市大社町杵築東真名井 出雲市湖陵町二部恵美須 出雲市斐川町直江新川 

出雲市今市町武田町 出雲市大社町杵築東大鳥居 出雲市湖陵町二部砂子西 出雲市斐川町直江新町 

出雲市今市町元町 出雲市大社町杵築東鍛治町 出雲市湖陵町二部砂子東 出雲市斐川町直江西旭町 

出雲市今市町元宮町 出雲市大社町杵築東中町 出雲市湖陵町二部砂子南 出雲市斐川町直江西本町 

出雲市今市町北本町１丁目 出雲市大社町杵築東東立小路 出雲市湖陵町二部砂子北 出雲市斐川町直江相生町 

出雲市今市町北本町２丁目 出雲市大社町杵築東富屋町 出雲市湖陵町二部姉谷下 出雲市斐川町直江東南町 

出雲市今市町北本町３丁目 出雲市大社町杵築南 出雲市湖陵町二部姉谷西 出雲市斐川町直江東本町 

出雲市今市町北本町４丁目 出雲市大社町杵築南横町 出雲市湖陵町二部姉谷北 出雲市斐川町直江堀切 

出雲市今市町北本町５丁目 出雲市大社町杵築南下玄光院 出雲市湖陵町畑村 出雲市斐川町美南 

出雲市今市町南本町 出雲市大社町杵築南四本松中 出雲市湖陵町畑村中畑 出雲市斐川町美南相場 

出雲市枝大津町 出雲市大社町杵築南四本松東 出雲市湖陵町板津 出雲市斐川町美南蔵島 



出雲市小山町 出雲市大社町杵築南四本松南 出雲市荒茅町 出雲市斐川町美南中座 

出雲市小山町茅原 出雲市大社町杵築南四本松北 出雲市神西沖町 出雲市斐川町富村 

出雲市松寄下町 出雲市大社町杵築南昭和町 出雲市神西沖町引舟 出雲市斐川町富村富下西 

出雲市松寄下町朝山 出雲市大社町杵築南上玄光院 出雲市神西沖町原 出雲市斐川町福富 

出雲市松寄下町稲葉 出雲市大社町杵築南神門西 出雲市神西沖町山地 出雲市斐川町併川 

出雲市松寄下町鳥居田 出雲市大社町杵築南神門前 出雲市神西沖町蛇島 出雲市斐川町併川神立 

出雲市松寄下町八幡 出雲市大社町杵築南神門中 出雲市神西沖町小浜 出雲市斐川町併川千家 

出雲市松寄下町余付 出雲市大社町杵築南神門南 出雲市神西新町 出雲市斐川町名島 

出雲市上塩冶町 出雲市大社町杵築南正門西 出雲市神門町 出雲市斐川町名島別名 

出雲市上塩冶町下沢 出雲市大社町杵築南中市中 出雲市西神西町 出雲市大社町杵築西湊原 

出雲市上塩冶町菅沢 出雲市大社町杵築南中市東 出雲市西神西町恵比須 出雲市大社町修理免南原西 

出雲市上塩冶町半分 出雲市大社町杵築南中市南 出雲市西神西町坂本 出雲市大社町修理免南原東 

出雲市常松町 出雲市大社町杵築南中市北 出雲市西神西町市場 出雲市大社町中荒木 

出雲市常松町大鳥 出雲市大社町杵築南朝日町 出雲市大島町 出雲市大社町中荒木一文橋 

出雲市神門町 出雲市大社町杵築南坪横 出雲市大島町吉場 出雲市大社町中荒木恵美須 

出雲市神門町東谷 出雲市大社町杵築南南本通 出雲市大島町砂山 出雲市大社町中荒木四軒家南 

出雲市神門町沖下 出雲市大社町杵築南馬場西 出雲市東神西町 出雲市大社町中荒木四軒家北 

出雲市西新町１丁目 出雲市大社町杵築南馬場西中 出雲市東神西町崎原 出雲市大社町中荒木小丸子 

出雲市西新町２丁目 出雲市大社町杵築南馬場中 出雲市東神西町西組 出雲市大社町中荒木大梶 

出雲市西新町３丁目 出雲市大社町杵築南馬場東 出雲市芦渡町油井分 出雲市大社町中荒木唐島 

出雲市西林木町 出雲市大社町杵築南馬場東中 出雲市塩冶町南町１丁目 出雲市大社町中荒木浜根 

出雲市大津新崎町１丁目 出雲市大社町杵築南馬場北 出雲市荻杼町荻杼 出雲市大社町入南入南西 

出雲市大津新崎町２丁目 出雲市大社町杵築南本町 出雲市古志町舟本 出雲市大社町入南浜下 

出雲市大津新崎町３丁目 出雲市大社町杵築北 出雲市古志町上新宮 出雲市大社町入南鑓ケ崎南 

出雲市大津新崎町４丁目 出雲市大社町杵築北稲佐 出雲市古志町町 出雲市大社町北荒木上北上 

出雲市大津新崎町５丁目 出雲市大社町杵築北仮の宮 出雲市荒茅町北組 出雲市大社町北荒木上北西 

出雲市大津新崎町６丁目 出雲市大社町杵築北仮の宮一南 出雲市高岡町竿井手 出雲市大社町北荒木上北中 

出雲市大津新崎町７丁目 出雲市大社町杵築北仮の宮一北 出雲市高松町駅前 出雲市大社町北荒木上北東 

出雲市大津朝倉１丁目 出雲市大社町杵築北山根 出雲市高松町曲松 出雲市大社町北荒木上北南 

出雲市大津朝倉２丁目 出雲市大社町杵築北上中村 出雲市今市町駅通り 出雲市大社町北荒木川方西 

出雲市大津朝倉３丁目 出雲市大社町杵築北新町 出雲市今市町昭和町 出雲市大社町北荒木中筋 

出雲市大津町 出雲市大社町杵築北中村町 出雲市今市町八雲町 出雲市浜町 

出雲市大津町朝倉       

  *サービス提供エリアであっても、ご利用いただけない場合があります。 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。 

※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありま

すので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。 

 

 

審査 19–783-1 

【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】 
西日本電信電話株式会社 島根支店 総務部 
tel.０８５２－６７－２００８ 


