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別表 1 特定事業者の提供区域 

特定事業者は下記に定める提供区域（一部区域を除きます）に、特定事業者が定めるサービスの提供

を行ないます。ただし、特定事業者および契約者の施設・設備等、技術的に困難な理由により、下記に

定める提供区域が異なる場合があります。 

法人名 局名 提供区域 

㈱ジェイコム札幌 札幌局 北海道札幌市、北広島市 

㈱ジェイコム東京 東エリア局 東京都練馬区、埼玉県和光市、新座市 

南エリア局 東京都杉並区 

西エリア局 東京都国分寺市、小金井市、府中市、国立市、

武蔵野市 

すみだ・台東局 東京都墨田区、台東区 

東京北局 東京都北区 

港・新宿局 東京都港区、新宿区 

大田局 東京都大田区 

中野局 東京都中野区 

八王子・日野局 東京都八王子市、あきる野市、日の出町、日野

市 

多摩局 東京都立川市、昭島市、国立市、東大和市、武

蔵村山市 

足立局 東京都足立区 

武蔵野・三鷹局 東京都武蔵野市、三鷹市 

板橋局 東京都板橋区 

西東京局 東京都小平市、西東京市、東久留米市、清瀬市、

東村山市 

調布局 東京都調布市、世田谷区、狛江市 

世田谷局 東京都世田谷区、狛江市 

江戸川局 東京都江戸川区 

㈱ジェイコム湘南・神奈

川 

湘南・鎌倉局 藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、海老名市門沢橋、

鎌倉市、逗子市 

横須賀局 横須賀市、葉山町、三浦市、逗子市 

南横浜局 神奈川県横浜市金沢区、戸塚区、港南区、栄区 

相模原・大和局 神奈川県相模原市、愛川町、大和市 

町田・川崎局 東京都稲城市、東京都町田市、 

神奈川県川崎市多摩区、川崎市麻生区、横浜市南

区、横浜市青葉区 

かながわセントラ

ル局 

神奈川県大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横

浜市瀬谷区 
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法人名 局名 提供区域 

横浜テレビ局 横浜市南区、磯子区、中区、西区 

秦野・伊勢原局 神奈川県秦野市、伊勢原市 

小田原局 神奈川県小田原市、南足柄市、開成町 

土浦ケーブルテレビ㈱ 茨城局 茨城県土浦市、龍ケ崎市、牛久市、阿見町、か

すみがうら市、取手市、守谷市、 美浦村、つく

ばみらい市、利根町、石岡市、常総市、つくば

市 

㈱ジェイコム埼玉・東日

本 

さいたま南局 埼玉県さいたま市中央区、浦和区、南区、桜区、

緑区 

さいたま北局 埼玉県さいたま市大宮区、北区、西区、見沼区、

上尾市、伊奈町 

所沢局 埼玉県所沢市 

東上局 埼玉県朝霞市、富士見市、志木市、ふじみ野市、

新座市、三芳町 

川口・戸田局 埼玉県川口市、戸田市、 

東京都足立区 

越谷・春日部局 埼玉県越谷市、吉川市、松伏町、春日部市、さ

いたま市岩槻区 

草加局 埼玉県草加市、三郷市、八潮市、川口市 

東京都足立区 

川越局 埼玉県川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、ふじみ野市、

富士見市、日高市、三芳町、鳩山町、川島町 

埼玉県央局 埼玉県鴻巣市、北本市、桶川市、加須市、久喜

市、幸手市、蓮田市、白岡市、宮代町、杉戸町 

熊谷・深谷局 埼玉県熊谷市、深谷市 

群馬局 群馬県前橋市、高崎市、渋川市、安中市 

仙台キャベツ局 仙台市青葉区・泉区・宮城野区・若林区、富谷市、

黒川郡大和町、宮城郡利府町の一部 

㈱ジェイコム千葉 市川・浦安局 千葉県市川市、浦安市全域 

YY船橋習志野局 千葉県船橋市、習志野市、八千代市、千葉市美

浜区の一部、花見川区の一部、鎌ヶ谷市の一部 

木更津局 千葉県木更津市、君津市、袖ヶ浦市の一部、 

富津市 

千葉セントラル

局 

千葉県千葉市 

東葛・葛飾局 東京都葛飾区、 
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法人名 局名 提供区域 

千葉県松戸市、流山市、野田市 

東関東局 千葉県柏市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市、白井

市 

㈱ジェイコムウエスト 宝塚川西局 宝塚市、川西市、猪名川町、三田市 

かわち局 八尾市、羽曳野市、松原市、藤井寺市、柏原市 

南大阪局 大阪狭山市、河内長野市、富田林市 

和歌山局 和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市貴志川町 

りんくう局 泉佐野市、貝塚市、泉南市、阪南市、田尻町、

熊取町、岬町 

堺局 堺市、高石市 

和泉・泉大津局 和泉市、泉大津市 

大阪局 大阪市阿倍野区、住吉区、東住吉区、平野区、

生野区、天王寺区 

大阪セントラル

局 

大阪市旭区、北区、中央区、淀川区、東淀川区、

城東区、都島区、鶴見区、東成区 

北摂局 大阪府箕面市、茨木市、摂津市 

京都みやびじょ

ん局 

京都市、向日市、長岡京市、大山崎町、八幡市 

北河内局 守口市、門真市、大東市、四條畷市、交野市、

寝屋川市 

吹田局 吹田市 

高槻局 高槻市、島本町 

東大阪局 東大阪市 

豊中・池田局 豊中市、池田市 

神戸芦屋局 兵庫県神戸市東灘区、灘区、中央区、兵庫区、

北区、芦屋市、六甲アイランド 

神戸三木局 神戸市須磨区、垂水区、長田区、西区、兵庫区、

三木市 

㈱ジェイコム九州 福岡局 福岡県福岡市東区、博多区、中央区、早良区、

西区、南区、城南区、福岡県古賀市、福岡県糸

島市、福岡県糟屋郡新宮町、粕屋町、篠栗町、

志免町、福岡県筑紫郡那珂川町、福岡県春日市、

福岡県大野城市、福岡県筑紫野市 

北九州局 福岡県北九州市小倉北区、小倉南区、戸畑区、

八幡東区、八幡西区、若松区、門司区、福岡県

中間市、福岡県遠賀郡遠賀町、水巻町、岡垣町、



J:COM PHONE プラスサービス 

別表-4 

 

法人名 局名 提供区域 

芦屋町、福岡県宗像市、福岡県福津市 

熊本局 熊本県熊本市、益城町、菊陽町、合志市 

㈱ケーブルネット下関 下関局 下関市 

大分ケーブルテレコム㈱ 大分局 大分市、由布市、津久見市、宇佐市、臼杵市、

杵築市、国東市、竹田市、中津市、豊後大野市、

玖珠郡九重町 

横浜ケーブルビジョン（株）  横浜市旭区、保土ケ谷区、泉区、西区、戸塚区 

 

別表 2 外国または特定衛星端末との音声通信に係る取扱地域等  

1 自動音声通信  

区分 取扱地域 

アジア 1 大韓民国、シンガポール共和国、中華人民共和国（香港及びマカオを除きます。）、

香港 

アジア 2 台湾 

アジア 3 インドネシア共和国、タイ王国 

アジア 4 ブルネイ・ダルサラーム国 

アジア 5 マカオ 

アジア 6 モンゴル国 

アジア 7 インド 

アジア 8 スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バ

ングラデシュ人民共和国、ブータン王国、べトナム社会主義共和国、モルディブ共

和国、ラオス人民民主共和国 

アジア 9 アラブ首長国連邦、イスラエル国、オマーン、カタール国、キプラス共和国、クウ

ェート国、サウジアラビア王国、ヨルダン・ハシミテ王国、シリア・アラブ共和国、

バーレーン国、レバノン共和国 

アジア 10 東ティモール 

アジア 11 朝鮮民主主義人民共和国 

アジア 12 カンボジア王国、ミャンマー連邦 

アジア 13 イエメン共和国 

アジア 14 アフガニスタン・イスラム国 

アジア 15 イラク共和国、イラン・イスラム共和国 

アジア 16 フィリピン共和国 

アジア 17 マレーシア 

アフリカ 1 

アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラ

ブ共和国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、

ガンビア共和国、ケニア共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、ザンビア共和国、



J:COM PHONE プラスサービス 

別表-5 

 

ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和

国、エスワティニ王国、セネガル共和国、セント・ヘレナ、ソマリア民主共和国、

タンザニア連合共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共

和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベ

ナン共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、マラウイ共和国、マリ共和国、南ア

フリカ共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビー

ク共和国、モロッコ王国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニ

オン 

アフリカ 2 

アッセンション、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ギニア共和国、コー

トジボワール共和国、シエラレオネ共和国、セイシェル共和国、赤道ギニア共和国、

チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、マダガスカル共和国 

アフリカ 3 
ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民

主共和国、チャド共和国 

アメリカ 1 アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます。）、アラスカ 

アメリカ 2 カナダ 

アメリカ 3 サン・ピエール及びミクェロン、メキシコ合衆国 

アメリカ 4 トリニダードトバゴ共和国、バミューダ諸島 

アメリカ 5 

アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、キュー

バ共和国、グァデルーペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイ

マン諸島、ジャマイカ、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセントおよ

びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和

国、ドミニカ国、ハイチ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、米領バージン諸

島、マルティニク、モンセラット、オランダ領セントマーチン 

アメリカ 6 バハマ国 

アメリカ 7 ブラジル連邦共和国 

アメリカ 8 ペルー共和国 

アメリカ 9 

アルゼンチン共和国、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル

共和国、ガイアナ協同共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和国、コロンビア

共和国、スリナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、パラグ

アイ共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ボリビ

ア共和国、ホンジュラス共和国 

アメリカ 10 フォークランド諸島 

オセアニア 1 グアム、サイパン 

オセアニア 2 ハワイ 

オセアニア 3 オーストラリア 

オセアニア 4 クリスマス島、ココス・キーリング諸島、ニュージーランド 

オセアニア 5 ノーフォーク島、パプアニューギニア、米領サモア、ミクロネシア連邦 
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オセアニア 6 マーシャル諸島共和国 

オセアニア 7 

バヌアツ共和国、キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ

諸島、トンガ王国、ナウル共和国、サモア独立国、ニウェ、ニュー・カレドニア、

パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア 

ヨーロッパ 1 
グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、フランス

共和国 

ヨーロッパ 2 アンドラ公国、モナコ公国 

ヨーロッパ 3 

アイスランド共和国、アイルランド、アゾールス諸島、イタリア共和国、バチカン

市国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリー諸島、ギリシャ共和国、グリ

ーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、

スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王

国、フェロー諸島、フィンランド共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マデ

ィラ諸島、マルタ共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国 

ヨーロッパ 4 

アゼルバイジャン共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、

カザフスタン共和国、ジョージア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベ

ニア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ハンガリー共和国、ブルガリア

共和国、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド共和国、マケ

ドニア・旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア

共和国、ルーマニア、ロシア連邦 

ヨーロッパ 5 トルクメニスタン、セルビア共和国、モンテネグロ共和国、コソボ共和国 

ヨーロッパ 6 アルバニア共和国、アルメニア共和国、キルギス共和国 

特定衛星端末 1 スラーヤー 

特定衛星端末 2 イリジウム 

特定衛星端末 4 インマルサット B型 

特定衛星端末 5 インマルサット M型 

特定衛星端末 6 
インマルサット MINI-M型、インマルサット F型、インマルサット BGAN型、インマ

ルサット FB型 

特定衛星端末 7 

インマルサット MINI-M型（64kbpsの Audio/Speechモードの場合に限ります。）、イ

ンマルサット F 型（64kbps の Audio/Speech モードの場合に限ります。）、インマル

サット BGAN型（64kbpsの Audio/Speechモードの場合に限ります。）、インマルサッ

ト FB型（64kbpsの Audio/Speechモードの場合に限ります。） 

2 非自動音声通信 

区分 取扱地域 

アジア 1 【大韓民国】  

アジア 2 【香港】、【マカオ】 

アジア 3 【中華人民共和国（香港及びマカオを除きます。）】 

アジア 4 【台湾】 
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アジア 5 【シンガポール共和国】 

アジア 6 【フィリピン共和国】 

アジア 7 
【インドネシア共和国】、【タイ王国】、【ブルネイ・ダルサラーム国】、【マレ

ーシア】、東ティモール 

アジア 8 
【カンボジア王国】、【べトナム社会主義共和国】、ミャンマー連邦、【モンゴル

国】、【ラオス人民民主共和国】 

アジア 9 朝鮮民主主義人民共和国 

アジア 10 【インド】 

アジア 11 
【スリランカ民主社会主義共和国】、【ネパール王国】、パキスタン・イスラム共

和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和国 

アジア 12 

【アラブ首長国連邦】、イエメン共和国、イスラエル国、【イラク共和国】、イラ

ン・イスラム共和国、オマーン、カタール国、キプラス共和国、クウェート国、サ

ウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、【バーレーン国】、【ヨルダン・ハシ

ミテ王国】、レバノン共和国 

アジア 13 アフガニスタン・イスラム国 

アフリカ 1 

アッセンション、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、

【エジプト・アラブ共和国】、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ

共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、

ギニアビサウ共和国、ギニア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コ

モロ・イスラム連邦共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリン

シペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、社会主義

人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、

セイシェル共和国、赤道ギニア共和国、【セネガル共和国】、セント・ヘレナ、ソ

マリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、中央アフリカ共和国、

チュニジア共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニ

ジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和

国、マダガスカル共和国、マイヨット島、マラウイ共和国、マリ共和国、【南アフ

リカ共和国】、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビー

ク共和国、【モロッコ王国】、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レ

ユニオン 

アフリカ 2 ディエゴ・ガルシア 

アフリカ 3 西サハラ 

アメリカ 1 【アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます。）】、【アラスカ】 

アメリカ 2 【カナダ】 

アメリカ 3 サン・ピエール及びミクェロン、バミューダ諸島、【メキシコ合衆国】 

アメリカ 4 
アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、キュー

バ共和国、グァデルーペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイ
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マン諸島、ジャマイカ、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントクリ

ストファー・ネイビス、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和

国、ドミニカ国、トリニダードトバゴ共和国、ハイチ共和国、バハマ国、バルバド

ス、【プエルト・リーコ】、【米領バージン諸島】、マルティニク、モンセラット 

アメリカ 5 
エルサルバドル共和国、グアテマラ共和国、【コスタリカ共和国】、ニカラグア共

和国、パナマ共和国、ベリーズ、ホンジュラス共和国 

アメリカ 6 ブラジル連邦共和国 

アメリカ 7 【ペルー共和国】 

アメリカ 8 

【アルゼンチン共和国】、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、ガイアナ協

同共和国、コロンビア共和国、スリナム共和国、【チリ共和国】、【パラグアイ共

和国】、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、【ベネズエラ・ボリバル共和国】、

【ボリビア共和国】 

オセアニア 1 【グアム】、【サイパン】 

オセアニア 2 【ハワイ】 

オセアニア 3 【オーストラリア】 

オセアニア 4 【ニュージーランド】 

オセアニア 5 

キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸

島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウェ、ニュー・カレドニア、ノーフォーク島、

パプアニューギニア、【パラオ共和国】、バヌアツ共和国、【フィジー共和国】、

フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦 

オセアニア 6 【クリスマス島】、【ココス・キーリング諸島】 

オセアニア 7 ウェーキ島、ミッドウェー 

ヨーロッパ 1 【グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国】 

ヨーロッパ 2 アンドラ公国、【ドイツ連邦共和国】、【フランス共和国】、【モナコ公国】 

ヨーロッパ 3 

【イタリア共和国】、【オランダ王国】、【サンマリノ共和国】、【バチカン市国】、

【スイス連邦】、【ベルギー王国】、【リヒテンシュタイン公国】、【ルクセンブ

ルク大公国】 

ヨーロッパ 4 

アイスランド共和国、【アイルランド】、【アゾールス諸島】、【オーストリア共

和国】、【カナリー諸島】、【ギリシャ共和国】、グリーンランド、ジブラルタル、

スウェーデン王国、【スペイン】、【スペイン領北アフリカ】、【デンマーク王国】、

【トルコ共和国】、【ノルウェー王国】、フェロー諸島、【フィンランド共和国】、

【ポルトガル共和国】、【マディラ諸島】、マルタ共和国 

ヨーロッパ 5 

アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウ

ズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、

ジョージア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア

共和国、モンテネグロ共和国、タジキスタン共和国、【チェコ共和国】、トルクメ

ニスタン、コソボ共和国、【ハンガリー共和国】、【ブルガリア共和国】、ベラル
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ーシ共和国、【ポーランド共和国】、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧

ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、【ル

ーマニア】、【ロシア連邦】 

特定衛星端末 1 スラーヤー 

特定衛星端末 2 イリジウム 

特定衛星端末 4 インマルサット B型 

特定衛星端末 5 

インマルサット M型、インマルサット MINI-M型（64kbpsの Audio/Speechモードの

場合に限ります。）、インマルサット F型（64kbpsの Audio/Speechモードの場合

に限ります。）、インマルサット BGAN型（64kbpsの Audio/Speechモードの場合に

限ります。）、インマルサット FB型（64kbpsの Audio/Speechモードの場合に限り

ます。） 

特定衛星端末 6 インマルサット F型 

特定衛星端末 7 インマルサット MINI-M型、インマルサット BGAN型、インマルサット FB型 

備考：【】は第 1種本邦着信音声通信の取扱地域 

 

別表 3 当社が別に定める音声通信番号に係る協定事業者 

事業者の名称 

KDDI株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティエム

イー、株式会社 NTTぷらら、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社、ソフトバンクテレコム

株式会社、株式会社ケイ・オプティコム、ソフトバンク BB株式会社、株式会社 STNet、東北インテリ

ジェント通信株式会社、九州通信ネットワーク株式会社、アルテリア・ネットワークス株式会社、中

部テレコミュニケーション株式会社、株式会社ジュピターテレコム、ZIP Telecom 株式会社、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 

 

別表 4 当社が別に定める電気通信番号に係る協定事業者 

事業者の名称 

東京テレメッセージ株式会社 

 


