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株式会社アーチ・コミュニケーションズ あ

 組織名  :-
 TEL     :046-297-7370

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

株式会社アーツネットウェーブ あ

 組織名  :ネットワーク・ソリューション部
 TEL     :052-508-8411

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社アイエフネット あ

 組織名  :お客様総合窓口
 TEL     :0570-666-218

 メール  :
 受付時間:10:00～16:00(（平日のみ・年末年始を除く）)

 組織名  :お客様総合窓口
 TEL     :0570-666-218

 メール  :
 受付時間:10:00～16:00(（平日のみ・年末年始を除く）)

株式会社ＩＭＳ あ

 組織名  :インターネットMAGMAカスタマセンター
 TEL     :0120-5888-49

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社アイキューブ・マーケティング あ

 組織名  :andline光　カスタマーサポートデスク
 TEL     :0120-978-736

 メール  :
 受付時間:11:00～20:00

 組織名  :andline光　カスタマーサポートデスク
 TEL     :0120-978-736

 メール  :
 受付時間:11:00～20:00

株式会社アイ･コミュニケーション あ

 組織名  :技術課（知らせますケンひかりお客様窓口）
 TEL     :0852-60-5713

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

Ｉコミュニケーションズ・ジャパン株式会社 あ

 組織名  :事業者変更受付センター
 TEL     :03-3255-1888

 メール  :
 受付時間:11:00～18:00(祝日を除く)

株式会社アイコム あ

 組織名  :IC光サポートセンター
 TEL     :0120-989-161

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00

株式会社ＩＣ－ＮＥＴ あ

 組織名  :サポートセンター
 TEL     :0120-45-3133

 メール  :
 受付時間:9:15～21:00((土日祝は10:30～19:00))

株式会社アイティーエム あ

 組織名  :
 TEL     :027-329-7222

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(メール:kurosawa@itm-group.co.jp

 　　　　　　　(平日のみ・年末年始を除く))

 組織名  :-
 TEL     :027-329-7222

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社ITソリューション あ

 組織名  :株式会社ITソリューション　コラボ事業部
 TEL     :0178-51-8187

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社アイティフォー あ

 組織名  :テクニカルサポート事業部　基盤TS部
 TEL     :03-5275-7939

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(祝日を除く)

株式会社アイテム あ

 組織名  :アイテムコールセンター
 TEL     :0120-117-751

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社アイネット あ

 組織名  :SS本部　inetひかり
 TEL     :045-682-0818

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社秋田ケーブルテレビ あ

 組織名  :カスタマー本部
 TEL     :0120-344-037

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(（土日祝日を除く）)

アクアクララ株式会社 あ

 組織名  :アクアクララ光　サポートセンター?
 TEL     :0120-032-419

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00
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アクセリア株式会社 あ

 組織名  :アクセリアサポートセンター
 TEL     :050-3000-3756

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(（年末年始を除く） ※但し、土日祝は一時受付のみ)

株式会社アクセル あ

 組織名  :BiZiMoサポートセンター
 TEL     :0570-000-319

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(年末年始を除く)

アクティブ・アフェアーズ合同会社 あ

 組織名  :アクティブ・アフェアーズ合同会社
 TEL     :03-6441-3323

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社アクティブワークス  あ

 組織名  :株式会社アクティブワークス
 TEL     :080-6021-3397

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(年末年始を除く)

アグリゲート株式会社 あ

 組織名  :お客様窓口
 TEL     :0120-963-111

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(平日のみ)

旭化成ホームズ株式会社 あ

 組織名  :ヘーベリアンセンターヘーベル光グループ
 TEL     :0120-077-970

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(水・祝を除く)

株式会社朝日ネット あ

 組織名  :AsahiNet光受付センター
 TEL     :0120-577-757

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(年末年始を除く)

 組織名  :AsahiNet光受付センター
 TEL     :0120-577-757

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(年末年始を除く)

亜細亜教育・投資株式会社 あ

 組織名  :ASIA光　お問い合わせ窓口
 TEL     :072-494-3888

 メール  :
 受付時間:(10:00～12:00 13:00～17:00　平日（土日祝非稼働）)

足利ガス株式会社 あ

 組織名  :お客様サービス課
 TEL     :0284-41-7192

 メール  :
 受付時間:8:30～17:00(土・日 祝日を除く)

株式会社あしがら金太郎商会 あ

 組織名  :A-Townヒカリ事業部
 TEL     :0465-43-7829

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

株式会社アジャストワン あ

 組織名  :オフィスライン　サポートセンター
 TEL     :0120-874839

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

株式会社アステック あ

 組織名  :ひかり受付担当
 TEL     :0120-400-191

 メール  :
 受付時間:8:20～17:20

AssetBank合同会社 あ

 組織名  :AssetBank合同会社
 TEL     :080-8475-1000

 メール  :
 受付時間:10:00～22:00

アットホーム株式会社 あ

 組織名  :ビジネスリンケージセンター
 TEL     :0120-692-168

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社ＡＰＰｒｏｇ あ

 組織名  :kids plus ひかり事務局
 TEL     :03-6447-5475

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(祝日を除く)

株式会社アポロガス あ

 組織名  :株式会社アポロガス　アポロカスタマーセンター
 TEL     :0120-294025

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00

アライドテレシスキャピタルコープ あ

 組織名  :ＡＴＣＣ　三沢支店
 TEL     :0176-58-0780

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(平日（米軍祝日を除く）)
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株式会社アルバス あ

 組織名  :総務部
 TEL     :075-312-4498

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社アレックス あ

 組織名  :アレックスひかり推進部
 TEL     :028-601-9055

 メール  :
 受付時間:8:30～17:00

有限会社安房ネット あ

 組織名  :有限会社安房ネット
 TEL     :0470-20-1271

 メール  :service@awa.or.jp
 受付時間:9:00～17:00(土曜午後、日曜、祝日を除く)

 組織名  :有限会社安房ネット
 TEL     :0470-20-1271

 メール  :service@awa.or.jp
 受付時間:9:00～17:00(土曜午後、日曜、祝日を除く)

有限会社アンサーシステム あ

 組織名  :有限会社アンサーシステム
 TEL     :045-315-4120

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(FAX　　:045-315-4121

 メール　 :shirataki@answer-s.jp
 　　　　　　（平日のみ・年末年始を除く）)

 組織名  :事業者変更受付センター
 TEL     :045-315-4120

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

株式会社イーコンタクト い

 組織名  :株式会社イーコンタクト
 TEL     :086-805-8885

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社イージェ―ワークス い

 組織名  :イージェーワークスインフォメーションセンター
 TEL     :0120-194-778

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00(祝日を除く)

株式会社e-style い

 組織名  :株式会社e-style
 TEL     :0155-35-1717

 メール  :
 受付時間:10:00～20:00

株式会社飯田ケーブルテレビ い

組織名  :【サービスの申込等に関する連絡先】株式会社飯田ケーブルテレビ　顧客管理
 部

 TEL     :0800-800-2794
 メール  :

 受付時間:9:00～17:00

 組織名  :株式会社飯田ケーブルテレビ　顧客管理部
 TEL     :0800-800-2794

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社池見石油店 い

 組織名  :株式会社池見石油店　管理部
 TEL     :0138-49-2100

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社イズム い

 組織名  :韋駄天Bb事業者変更受付センター
 TEL     :017-762-2122

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(祝祭日を除く)

株式会社一関ケーブルネットワーク い

 組織名  :㈱一関ケーブルネットワーク
 TEL     :0191-21-1256

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ い

 組織名  :-
 TEL     :0436-24-0009

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

イッツ・コミュニケーションズ株式会社 い

 組織名  :【サービスの申込等に関する連絡先】お客さまセンター
 TEL     :0120-109-199

 メール  :
 受付時間:9:30～18:00(土日・祝9:30~18:00)

 組織名  :お客さまセンター
 TEL     :0120-109-199

 メール  :
 受付時間:9:30～18:00

株式会社イノベーションワークス い

 組織名  :株式会社イノベーションワークス
 TEL     :022-797-5920

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

茨城インターネット株式会社 い

 組織名  :茨城インターネット株式会社
 TEL     :029-855-8458

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

イメージネクスト株式会社 い

 組織名  :イメージネクスト株式会社
 TEL     :042-319-8899

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00

岩崎通信機株式会社 い

 組織名  :岩通光受付センター
 TEL     :0120-502-606

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)
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岩手ケーブルテレビジョン株式会社 い

 組織名  :事業部
 TEL     :019-654-7711

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社インセプション い

 組織名  :株式会社インセプション　光コラボ担当
 TEL     :0800-600-5100

 メール  :
 受付時間:9:00～19:00

株式会社インソムニア い

 組織名  :ブロードネットワークス
 TEL     :050-8881-2966

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00(土日祝／年末年始・⾧期休暇を除く)

 組織名  :ブロードネットワークス事業部
 TEL     :050-8881-2966

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00(土日祝／年末年始・⾧期休暇を除く)

株式会社インターネットイニシアティブ い

 組織名  :IIJサポートセンター
 TEL     :0570-09-4400

 メール  :
 受付時間:9:00～19:00(年中無休／9:00～19:00)

 組織名  :IIJサポートセンター
 TEL     :03-5205-4400

 メール  :
 受付時間:9:00～19:00(年中無休／9:00～19:00)

株式会社インバウンドジャパン い

 組織名  :株式会社インバウンドジャパン
 TEL     :03-5937-3395

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00

株式会社インフィニティー い

 組織名  :事業者変更受付窓口
 TEL     :045-442-7651

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

株式会社インフォシステム い

 組織名  :インフォシステム ICT　STATION
 TEL     :046-829-2119

 メール  :
 受付時間:10:00～16:30

株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ い

 組織名  :カスタマーセンター
 TEL     :026-233-1713

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社インプレスインターナショナル い

 組織名  :株式会社インプレスインターナショナル
 TEL     :06-6942-7755

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社インボイス い

 組織名  :インボイス光カスタマーセンター
 TEL     :0120-881-086

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

Varius株式会社 ゔ

 組織名  :ＩＴ事業部コラボ回線係
 TEL     :03-6426-2160

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

ヴァンリック株式会社 ゔ

 組織名  :ヴァンリック株式会社
 TEL     :03-5809-2616

 メール  :
 受付時間:9:30～17:30(土日祝日を除く)

 組織名  :ヴァンリック株式会社
 TEL     :03-5809-2616

 メール  :
 受付時間:9:30～17:30(土日祝日を除く)

株式会社ヴィクトリー・スペック ゔ

 組織名  :株式会社ヴィクトリー・スペック
 TEL     :0120-088-061

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

ウイングコンサルティング株式会社 う

 組織名  :WING光ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
 TEL     :047-403-8844

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社WinGrow う

 組織名  :おトクに光サポートセンター
 TEL     :0120-991-1624

 メール  :
 受付時間:12:00～18:00(日曜日・年末年始を除く)

株式会社上田ケーブルビジョン う

 組織名  :営業部
 TEL     :0268-23-1600

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社ウェルソック う

 組織名  :事業者変更に関する窓口
 TEL     :03-6269-9969

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00
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ウスイホーム株式会社 う

 組織名  :不動産管理部
 TEL     :046-833-7009

 メール  :
 受付時間:9:30～18:30(水曜日定休)

宇都宮ケーブルテレビ株式会社 う

 組織名  :営業部
 TEL     :028-638-8092

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

エア・ウォーター北海道株式会社 え

 組織名  :ハロー光サポートセンター
 TEL     :03-5357-7372

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(土日祝/年末年始を除く)

株式会社AQライフ え

 組織名  :ＡＱライフカスタマーセンター
 TEL     :0120-892-881

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

エイチ・シー・ネットワークス株式会社 え

 組織名  :回線サービス担当
 TEL     :0294-43-3464

 メール  :hcnet-kaisen.hm@hcnet.co.jp
 受付時間:9:00～17:00

株式会社H2 え

 組織名  :株式会社Ｈ２
 TEL     :011-210-2525

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

株式会社エージーピー え

 組織名  :お客様サポートセンター
 TEL     :03-6380-5747

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

エキサイト株式会社 え

 組織名  :エキサイトカスタマーサービスセンター
 TEL     :0570-783-812

 メール  :cdn-support@excite.jp
 受付時間:10:00～18:00

 組織名  :エキサイトカスタマーサービスセンター
 TEL     :0570-783-812

 メール  :cdn-support@excite.jp
 受付時間:10:00～18:00

エクシト東日本株式会社 え

 組織名  :エクシト光サポートセンター
 TEL     :011-827-9244

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

株式会社エスイーシー え

 組織名  :産業ソリューション事業部　HotWeb事務局
 TEL     :0138-26-9823

 メール  :
 受付時間:9:00～17:15(平日のみ・年末年始を除く)

株式会社SK Asset Management え

 組織名  :プロパティマネジメント事業部
 TEL     :045-566-6065

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00

株式会社エディオン え

 組織名  :エディオン光カスタマーセンター
 TEL     :0120-151-570

 メール  :
 受付時間:10:00～20:00(年末年始は除く)

 組織名  :エディオン光カスタマーセンター
 TEL     :0120-151-570

 メール  :
 受付時間:10:00～20:00(年末年始は除く)

エヌアイシー・ネットシステム株式会社 え

 組織名  :エヌアイシー・ネットシステム株式会社
 TEL     :03-6278-1100

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

NECネクサソリューションズ株式会社 え

株式会社エヌシーおびひろ え

 組織名  :株式会社エヌシーおびひろ
 TEL     :0155-23-1361

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00

株式会社エヌ・シィ・ティ え

 組織名  :お客様サービス部営業部
 TEL     :0258-77-0333

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00
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NJCネットコミュニケーションズ株式会社 え

 組織名  :オペレーション部
 TEL     :050-3000-1528

 メール  :
 受付時間:8:45～17:30

株式会社エヌディエス え

 組織名  :TikiTikiインターネット　サポートセンター
 TEL     :086-265-9547

 メール  :
受付時間:10:00～18:00(または　0570-200-567　（日曜・祝日、年末年始休

 業）)

 組織名  :TikiTikiインターネット　サポートセンター
 TEL     :086-265-9547

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(または　0570-200-567　（日曜・祝日、年末年始休業）)

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 え

組織名  :①カスタマーズフロント 個人向けOCNｻｰﾋﾞｽ [新規/転用/事業者変更]　②法人コンタ
 クトセンタ

 TEL     :0120-506506
 メール  :

受付時間:10:00～19:00((日曜・祝日・年末年始を除く)/②法人向けｻｰﾋﾞｽ [新規/転用/
 事業者変更]0120-106107　9:30～17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く))

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 え

 組織名  :光コラボ担当者
 TEL     :082-252-3303

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(祝日・休日を除く)

株式会社NTTドコモ え

 組織名  :ドコモ　インフォメーションセンター
 TEL     :0120-800-000

 メール  :
 受付時間:9:00～20:00(ドコモの携帯電話からの場合:（局番なし）151（無料）

 ※一般電話などからはご利用不可。　　
 一般電話などからの場合:0120-800-000

 ※一部のＩＰ電話からは接続できない場合があります。)

 組織名  :ドコモ　インフォメーションセンター
 TEL     :0120-800-000

 メール  :
 受付時間:9:00～20:00(ドコモの携帯電話からの場合:（局番なし）151（無料）

 ※一般電話などからはご利用不可。　　
 一般電話などからの場合:0120-800-000

 ※一部のＩＰ電話からは接続できない場合があります。)

株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ え

 組織名  :NTTPCコミュニケーションズ　総合窓口
 TEL     :0570-033-081

 メール  :
 受付時間:(9:30-12:00、13:00-17:30 （土日祝日・年末年始を除く）)

株式会社NTTぷらら え

 組織名  :ぷららダイヤル
 TEL     :009192-33

 メール  :
受付時間:10:00～19:00(（年中無休）/固定電話から009192-33(通話無料)/ひかり電

 話から0120-971391(通話無料)  /携帯電話から050-7560-0033(通話有料))

エヌ・デーソフトウェア株式会社 え

 組織名  :NDソフト光受付センター
 TEL     :0238-48-7230

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

Ｎプラス株式会社 え

 組織名  :Nプラス株式会社
 TEL     :092-629-0133

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社エネクスライフサービス え

 組織名  :-
 TEL     :03-4233-8332

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(土、日、祝日、年末年始を除く)

株式会社エフティグループ え

 組織名  :FT光お客様サポート
 TEL     :0120-327-387

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(土日祝祭日・GW/夏季/冬季休暇を除く)

株式会社エフプレイン え

 組織名  :㈱エフプレインアライアンス事業部
 TEL     :0120-766-825

 メール  :
 受付時間:10:00～21:00(土日祝日も同様)

エムエスシステムサービス株式会社 え

 組織名  :エムエスシステムサービス株式会社
 TEL     :0438-23-0380

 メール  :cntt@ms-system.co.jp
 受付時間:9:00～17:00(FAX:0438-23-0381

 メール:cntt@ms-system.co.jp
 　　　　　（土日・祝日・年末年始を除く）)

 組織名  :エムエスシステムサービス株式会社
 TEL     :0438-23-0380

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社エム・エム・ピー・ジー総研 え

 組織名  :市場開拓室
 TEL     :03-6721-9095

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

エムズ・キャピタル株式会社 え

 組織名  :エムズ・キャピタル株式会社
 TEL     :024-973-8136

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(平日のみ、お盆休み・年末年始を除く)

 組織名  :エムズ・キャピタル株式会社
 TEL     :024-973-8136

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(平日のみ、お盆休み・年末年始を除く)

株式会社エムズサポート え

 組織名  :株式会社エムズサポート
 TEL     :0120-966-159

 メール  :
 受付時間:15:00～21:00
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エルシーブイ株式会社 え

 組織名  :エルシーブイカスタマーセンター
 TEL     :0120-123-833

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社縁人 え

 組織名  :株式会社縁人
 TEL     :03-5534-9997

 メール  :
 受付時間:10:00～18:30

株式会社オー・エヌ・アイ お

 組織名  :株式会社オ－・エヌ・アイ
 TEL     :06-6990-6123

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社オーエフ お

 組織名  :オペレーションサポート部
 TEL     :03-6381-5186

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(メール  :h-collabo@o-f.jp)

 組織名  :株式会社オーエフ
 TEL     :03-6381-5186

 メール  :
 受付時間:9:30～18:00(祝日を除く)

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング お

 組織名  :第１情報通信SS統括部光コラボ担当
 TEL     :03-6810-9460

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(メール:hikaricollabo@oce.co.jp)

 組織名  :第１情報通信SS統括部光コラボ担当
 TEL     :03-6810-9460

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社大関 お

 組織名  :【サ総務部
 TEL     :024-921-0653

 メール  :
 受付時間:8:30～17:30

株式会社大塚商会 お

 組織名  :【サービスの申込等に関する連絡先】たよれーるひかりコンタクトセンター
 TEL     :0120-66-0150

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(メール　 :hikari-consal@otsuka-shokai.co.jp

 　　　　　　（平日のみ・年末年始を除く）)

 組織名  :たよれーるひかりコンタクトセンター
 TEL     :0120-660-150

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社オーティ・コムネット お

 組織名  :カスタマーサービス本部
 TEL     :03-5807-0880

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社オーレンス お

 組織名  :-
 TEL     :0153-79-5100

 メール  :
 受付時間:8:30～17:30(祝日を除く)

OKIクロステック株式会社 お

 組織名  :ＯＫＩクロステック株式会社　JRタワー情報通信保全事務所
 TEL     :011-209-5299

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社オフィスバスターズ お

 組織名  :株式会社オフィスバスターズ
 TEL     :03-5809-2899

 メール  :t-yumoto@officebusters.com
 受付時間:9:00～18:00

株式会社オフィスリンク お

 組織名  :オフィスリンク光事業部
 TEL     :03-5309-2271

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社オリンポス お

 組織名  :ネクシス光事業者変更受付係
 TEL     :06-4799-1110

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

関越ネットワークシステム株式会社 か

 組織名  :関越ネットワークシステム株式会社
 TEL     :0278-20-1515

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

関東通信工業株式会社 か

 組織名  :関東通信工業株式会社
 TEL     :0120-40-3467

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(メール:　hikari@kantuko.com)

 組織名  :関東通信工業株式会社
 TEL     :0120-40-3467

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

北上ケーブルテレビ株式会社 き

 組織名  :北上ケーブルテレビ
 TEL     :0197-64-5111

 メール  :support@ginga-net.ne.jp
 受付時間:9:00～18:00(日曜日、祝日09:00～16:00)

 組織名  :北上ケーブルテレビ
 TEL     :0197-64-5111

 メール  :support@ginga-net.ne.jp
 受付時間:9:00～18:00(日曜日、祝日09:00～16:00)

北関東綜合警備保障株式会社 き

 組織名  :技術部
 TEL     :028-639-0309

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00
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キヤノンITソリューションズ株式会社 き

 組織名  :カモン!光　コールセンター
 TEL     :03-5715-2046

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

株式会社キャムキャスト７ き

 組織名  :株式会社キャムキャスト7
 TEL     :06-6131-9995

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00

株式会社キャリア き

 組織名  :日本エナジーパートナー株式会社
 TEL     :0120-542-561

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

キューアンドエー株式会社 き

 組織名  :キューアンドエー光事務局
 TEL     :0120-971936

 メール  :
 受付時間:9:30～17:30(祝日を除く)

株式会社Qtmedia き

 組織名  :株式会社QTmedia問い合わせ窓口
 TEL     :092-726-2805

 メール  :isp@qtmedia.co.jp
 受付時間:9:00～18:00((平日のみ・事業所の定める休日を除く))

株式会社キューネットワークス き

 組織名  :株式会社キューネットワークス
 TEL     :03-6302-0601

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00

行田ケーブルテレビ株式会社 ぎ

 組織名  :行田ケーブルテレビ　業務部
 TEL     :048-553-2122

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

有限会社銀座堂 ぎ

 組織名  :BT事業部
 TEL     :0256-33-2346

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(祝日を除く)

株式会社Goolight ぐ

 組織名  :株式会社Goolight
 TEL     :

 メール  :info@stvnet.co.jp
 受付時間:9:00～18:00

株式会社クリエイト く

 組織名  :株式会社クリエイト
 TEL     :03-6868-8988

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(祝日を除く)

株式会社グローバライズ ぐ

 組織名  :事業者変更受付センター
 TEL     :092-452-0071

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

株式会社GLOBAL WORKS ぐ

 組織名  :株式会社グローバルワークス
 TEL     :029-879-8095

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00

Cloco株式会社 く

 組織名  :プロダクト&サービス部　サポート
 TEL     :050-3159-4502

 メール  :
 受付時間:9:30～17:30

株式会社Clotho く

 組織名  :-
 TEL     :03-6240-2055

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社京王友の会 け

 組織名  :株式会社京王友の会
 TEL     :03-5321-8093

 メール  :
 受付時間:10:00～20:00

株式会社CATV富士五湖 け

 組織名  :情報通信
 TEL     :0555-22-1714

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

一般財団法人 研究学園都市コミュニティケーブルサービス（ACCS） け

 組織名  :ACCS
 TEL     :0800-800-3622

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(（平日のみ・祝日年末年始を除く）)
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株式会社ケンベアー け

 組織名  :システム部
 TEL     :011-753-8001

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社広域高速ネット二九六 こ

 組織名  :お客様センター
 TEL     :0120-533-296

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合 こ

 組織名  :生活協同組合連合会　コープ東北サンネット事業連合　サービス事業本部
 TEL     :0120-448-044

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(022-371-7741)

古河ケーブルテレビ株式会社 こ

 組織名  :古河ケーブルテレビ株式会社
 TEL     :0280-32-4747

 メール  :
 受付時間:9:00～19:00(年中無休)

株式会社コスト削減グループ こ

 組織名  :【サービスの申込等に関する連絡先】（株）コスト削減グループ　管理部
 TEL     :092-433-3888

 メール  :kanri@cost-cutting.co.jp
 受付時間:10:00～18:00

コスモテレコム株式会社 こ

 組織名  :コスモテレコム株式会社　コスモテレコム光　受付センタ
 TEL     :023-624-3633

 メール  :info@cosmotel.co.jp
 受付時間:9:00～17:30

 組織名  :コスモテレコム株式会社　コスモテレコム光　受付センタ
 TEL     :023-624-3633

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社コネクト こ

 組織名  :株式会社コネクト　コネクト光コラボ事業部
 TEL     :018-853-9610

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社コムレイド こ

 組織名  :株式会社コムレイド
 TEL     :03-5937-0420

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(メール:c-hikari@comrade-japan.co.jp

  (平日のみ・年末年始を除く))

 組織名  :管理部
 TEL     :03-5937-0420

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

株式会社近藤商会 こ

 組織名  :株式会社　近藤商会　kond光
 TEL     :0138-49-3311

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(平日のみ・年末年始を除く)

サイバーコム株式会社 さ

 組織名  :サービス事業本部　営業グループ
 TEL     :045-319-6889

 メール  :SmartCTI-sales@cy-com.co.jp
 受付時間:9:00～17:30(平日のみ（土、日、祝日、年末年始を除く）)

 組織名  :サービス事業本部　営業グループ
 TEL     :045-319-6889

 メール  :SmartCTI-sales@cy-com.co.jp
 受付時間:9:00～17:30(平日のみ（土、日、祝日、年末年始を除く）)

株式会社サガス さ

 組織名  :株式会社サガス
 TEL     :03-3780-1121

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00

サクサ株式会社 さ

 組織名  :サクサ株式会社　お客様相談室（サクサ光用）
 TEL     :0120-776-393

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(土、日、祝祭日および当社指定休日を除く)

株式会社佐渡テレビジョン さ

 組織名  :佐渡テレビジョン　営業部　光コラボ担当
 TEL     :0259-61-1212

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

有限会社サニーネット さ

 組織名  :横須賀支店
 TEL     :050-5306-4557

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(毎週水曜、祝日を除く)

狭山ケーブルテレビ株式会社 さ

 組織名  :狭山ケーブルテレビ株式会社　コールセンター
 TEL     :0120-340-379

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(（年末年始を除く）)

 組織名  :狭山ケーブルテレビ株式会社　コールセンター
 TEL     :0120-340-379

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社サリエア さ

 組織名  :株式会社サリエア　スピカ担当窓口
 TEL     :043-301-3090

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(土日祝日を除く)

株式会社サンエー さ

 組織名  :サンエーひかり　S-net 担当者
 TEL     :046-828-3351

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00
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株式会社サンエス・マネジメント・システムス さ

 組織名  :マリモインターネット事務局
 TEL     :0154-53-1115

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社サンオーコミュニケーションズ さ

 組織名  :株式会社サンオーコミュニケーションズ
 TEL     :0280-30-1201

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

株式会社サンクレエ さ

 組織名  :株式会社サンクレエ
 TEL     :011-611-6364

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社サンライズ さ

 組織名  :セールスプランニングチーム
 TEL     :03-5822-2341

 メール  :
 受付時間:9:30～18:30

株式会社サンライズシステムズ さ

 組織名  :両毛インターネット事業者変更受付センター
 TEL     :0284-72-9931

 メール  :
 受付時間:9:30～18:30(祝日を除く)

三陸ブロードネット株式会社 さ

 組織名  :三陸ブロードネット株式会社
 TEL     :0193-24-2600

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(平日のみ・年末年始を除く)

株式会社三和 さ

 組織名  :sanwa光サポートセンター
 TEL     :043-445-8840

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(土日祝日を除く)

株式会社C・Ｓ・Ｒ し

 組織名  :コラボレーション事業部
 TEL     :0120-723-105

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(土日祝祭日を除く)

株式会社シージェイシステム し

 組織名  :CJS光・wi-fiサポート
 TEL     :050-1746-0909

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

株式会社ＪＷＡＹ じ

 組織名  :本社
 TEL     :0294-22-3080

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(年末年始を除く)

株式会社ジェイ･エス･ディー じ

 組織名  :インターネット事業部ひかりコラボ係
 TEL     :0294-53-9490

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(土日祝祭日を除く)

株式会社ジェイエヌシステム じ

 組織名  :株式会社ジェイエヌシステム
 TEL     :03-3292-5511

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社ジェイシーエス じ

 組織名  :事業者変更受付センター
 TEL     :0120-905-756

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(土日祝を除く)

株式会社J.C.O.S じ

 組織名  :株式会社J.C.O.S
 TEL     :03-3272-1188

 メール  :
 受付時間:10:00～20:00

株式会社ジェイ・ファクトリー じ

 組織名  :システム営業部
 TEL     :0268-26-7898

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(平日のみ・年末年始を除く)

株式会社ジェネット じ

 組織名  :HOME光コラボ事業部
 TEL     :03-5389-2170

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

システムロード株式会社 し

 組織名  :システム技術グループ光コラボ担当
 TEL     :03-3553-9956

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(祝日を除く)
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シニアサポートサービス株式会社 し

 組織名  :シニアサポートサービス
 TEL     :043-306-2005

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社SIM し

 組織名  :SIMひかりサポート窓口
 TEL     :03-6659-9275

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

シャープマーケティングジャパン株式会社 し

 組織名  :クラウドサービス推進部
 TEL     :050-5434-0476

 メール  :
 受付時間:9:00～17:40(弊社営業日　9:00～17:40)

株式会社J・O・Y じ

 組織名  :株式会社Ｊ・Ｏ・Ｙ
 TEL     :0283-85-7451

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(火~金)

上越ケーブルビジョン株式会社 じ

 組織名  :営業部
 TEL     :0120-988-945

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(（平日のみ・年末年始を除く）)

 組織名  :営業部
 TEL     :0120-988-945

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(（平日のみ・年末年始を除く）)

株式会社常口アトム し

 組織名  :株式会社常口アトム　新生活サポートセンター
 TEL     :0120-232-202

 メール  :
 受付時間:10:00～18:30

株式会社城北通信サービス じ

 組織名  :株式会社城北通信サービス
 TEL     :03-3800-0015

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社スーパーリージョナル す

 組織名  :すーぱあねっと光受付センター
 TEL     :03-3373-3955

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(土日祝 休み)

有限会社スガワラ電化 す

 組織名  :有限会社スガワラ電化
 TEL     :0226-46-5458

 メール  :
 受付時間:9:30～17:00(メール　:m_hikari@yudenkan-sizugawa.com

 　　　　　　（土日祝祭日、盆年末年始を除く）)

 組織名  :有限会社スガワラ電化
 TEL     :0226-46-5458

 メール  :
 受付時間:9:30～17:00(土日祝祭日、盆年末年始を除く)

鈴与商事株式会社 す

 組織名  :Suzuyo光コールセンター
 TEL     :0120-224-219

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

スターティア株式会社 す

 組織名  :管理部管理グループ
 TEL     :0120-058-048

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(メール:hikari_support@startia.co.jp)

 組織名  :スターティア光サポート窓口
 TEL     :0120-058-048

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(土日祝日を除く)

株式会社スピーディア す

 組織名  :スピーディアサポートセンター
 TEL     :0120-55-7343

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(（年末年始を除く） ※但し、土日祝は一時受付のみ)

株式会社スマートテック す

 組織名  :株式会社スマートテック　カスタマーセンタ
 TEL     :0120-030-317

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 す

 組織名  :Smart Mobile Phoneサポートセンター
 TEL     :0570-022-577

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(年末年始を除く)

積水化学工業株式会社 せ

 組織名  :スマートハイム・サポートセンター
 TEL     :0120-194-816

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(ガイダンス「1」※火・水曜／年末年始を除く)

株式会社セキュリティエージェント せ

 組織名  :ネットワークソリューション事業部
 TEL     :03-5357-7173

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(土日祝日を除く)

ゼロテレコム株式会社 ぜ

 組織名  :ゼロテレコム株式会社　光ラインαサポートデスク
 TEL     :0120-923-103

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(固定電話以外からのお問い合わせは　092-515-1196)
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仙台CATV株式会社 せ

 組織名  :お客様センター
 TEL     :022-225-2211

 メール  :
 受付時間:9:15～18:00

ソーエネ株式会社 そ

 組織名  :ソーエネ株式会社
 TEL     :03-6419-7863

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社曽我 そ

 組織名  :株式会社曽我　光コラボ担当
 TEL     :0155-47-2111

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 そ

 組織名  :So-net事業者変更ダイヤル
 TEL     :0120-45-2522

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(1 月 1 日、2 日および弊社指定のメンテナンス日を除く)

ソニービズネットワークス株式会社 そ

 組織名  :NUROBizインフォメーションデスク
 TEL     :0120-963-350

 メール  :
 受付時間:9:30～18:00

ソフィアデジタル株式会社 そ

 組織名  :テクニカルサポート課
 TEL     :03-6758-0511

 メール  :smobi-support@smobi.jp
 受付時間:10:00～17:00((平日のみ・年末年始除く))

 組織名  :テクニカルサポート課
 TEL     :03-6758-0511

 メール  :smobi-support@smobi.jp
 受付時間:10:00～17:00((平日のみ・年末年始除く))

SORAシム株式会社 そ

 組織名  :モバイルクンカスタマーセンター
 TEL     :0120-400-313

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(年末年始・GW・夏季休暇を除く)

大栄電子株式会社 だ

 組織名  :かながわ光受付センター
 TEL     :045-321-1888

 メール  :
 受付時間:8:30～17:30(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

大興電子通信株式会社 だ

 組織名  :【サービスの申込等に関する連絡先】営業推進部
 TEL     :03-3266-8171

 メール  :eisui@daikodenshi.co.jp
 受付時間:9:00～17:00(メール　　eisui@daikodenshi.co.jp

 （土・日・祝日・5/1・12/29～1/3を除く）)

 組織名  :マーケティング企画室
 TEL     :03-3266-8171

 メール  :eisui@daikodenshi.co.jp
 受付時間:9:00～17:00

株式会社タイズ た

 組織名  :光コラボレーション事業部
 TEL     :0197-47-4450

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社ダイバーシティメディア だ

 組織名  :営業部
 TEL     :023-624-5000

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(但し土曜日は午後3時まで)

株式会社ダイマグ だ

 組織名  :株式会社ダイマグ
 TEL     :083-252-5324

 メール  :masako-tanaka@daimag.co.jp
 受付時間:9:00～17:00

蓼科ケーブルビジョン株式会社 た

 組織名  :蓼科ケーブルビジョン株式会社
 TEL     :0267-56-3101

 メール  :collabo@tcv21.co.jp
 受付時間:8:30～17:00(（土休日、年末年始を除く）)

 組織名  :蓼科ケーブルビジョン株式会社
 TEL     :0267-56-3101

 メール  :collabo@tcv21.co.jp
 受付時間:8:30～17:00(（土休日、年末年始を除く）)

株式会社千葉測器 ち

 組織名  :株式会社千葉測器　ひかりサービス営業課
 TEL     :043-488-4821

 メール  :info_hikari@chibasokki.co.jp
 受付時間:8:30～17:15

 組織名  :千葉測器ひかり回線営業課
 TEL     :043-488-4821

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝土日を除く弊社営業日)

株式会社CHIBAむつざわエナジー ち

 組織名  :お客様サービスセンター
 TEL     :0800-800-5084

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

株式会社つうけんアドバンスシステムズ つ

 組織名  :第四事業部【サービスの申込等に関する連絡先】
 TEL     :0120-251-558

 メール  :tsuken-hikari@tads.co.jp
 受付時間:9:00～17:30(つうけん光ＨＰ「お問い合せ」フォームより

 https://www.tads.co.jp/hikari/contact/index.php)

 組織名  :第四事業部
 TEL     :0120-251-558

 メール  :tsuken-hikari@tads.co.jp
 受付時間:9:00～17:30(つうけん光ＨＰ「お問い合せ」フォームより

 https://www.tads.co.jp/hikari/contact/index.php)

株式会社つくばインターネットサービス つ

 組織名  :-
 TEL     :029-850-3367

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(祝日を除く)
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ＤＸ ＨＵＢ株式会社 で

 組織名  :光コラボ受付センター
 TEL     :075-496-5550

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00(平日のみ、年末年始を除く)

株式会社ティーガイア て

 組織名  :TG光受付センター
 TEL     :0570-550-874

 メール  :
 受付時間:10:30～16:30(土、日、祝日、及び年末年始休業期間(12/29-1/3) を除く)

D.U-NET株式会社 で

 組織名  :D.U光サポートセンター
 TEL     :0120-90-5157

 メール  :
 受付時間:11:00～19:00(年中無休)

株式会社Dコーポレーション で

 組織名  :-
 TEL     :03-6667-0791

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

株式会社ＴＴＫ て

 組織名  :株式会社TTK　きずな光営業部担当
 TEL     :0120-229-267

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

有限会社テクノプライズ て

 組織名  :有限会社テクノプライズ
 TEL     :0182-23-6541

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(（平日のみ・年末年始を除く）)

株式会社テクノル て

 組織名  :サービス企画部　 光コラボ担当
 TEL     :0178-47-8311

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(9:00～17:30 土日祝を除く/または､HPの問合せﾌｫｰﾑより)

株式会社デザイニウム で

 組織名  :株式会社デザイニウム
 TEL     :050-3417-1827

 メール  :
 受付時間:11:00～18:00

株式会社ＤＵＡＬホールディングス で

 組織名  :お客様サポート
 TEL     :03-5843-4159

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00

株式会社テリロジーサービスウェア て

 組織名  :mora光お客様センター
 TEL     :0120-176-254

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(土日祝日を除く)

株式会社テレビ松本ケーブルビジョン て

 組織名  :営業課
 TEL     :0263-35-1008

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社テレ・マーカー て

 組織名  :プラチナ光コールセンター
 TEL     :0120-877-576

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(土日祝日を除く)

株式会社電算システム で

 組織名  :部署:IDC事業部
 TEL     :052-961-3690

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社ドヴァ ど

 組織名  :ドヴァ光　事業者変更受付窓口
 TEL     :045-222-6607

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

株式会社Twelve と

 組織名  :Driveサポートセンター
 TEL     :050-3358-4276

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(年末年始を除く)

東京アンテナ工事株式会社 と

 組織名  :東京アンテナ工事株式会社
 TEL     :03-3691-8111

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

東京ベイネットワーク株式会社 と

 組織名  :営業部 顧客サポート課
 TEL     :0120-44-3404

 メール  :
 受付時間:9:30～18:00(土・日・祝日含む)
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株式会社東名 と

 組織名  :【サービスの申込等に関する連絡先】株式会社東名　CO事業部
 TEL     :0120-119-116

 メール  :
 受付時間:9:00～20:00(メール: officehikari119@toumei.co.jp)

 組織名  :株式会社東名お客様サービスセンター
 TEL     :0120-119-116

 メール  :
 受付時間:(平日9:00～20:00 土日祝9:00～18:00)

株式会社トーエイ と

 組織名  :株式会社トーエイ
 TEL     :047-309-8888

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社TOKAIコミュニケーションズ と

 組織名  :＠T COM（アットティーコム）カスタマーセンター
 TEL     :0120-805-633

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00(10:00～18:00　土日祝

 　　　　　※年間数日の休業、時間変更があります)

 組織名  :＠T COM（アットティーコム）カスタマーセンター
 TEL     :0120-805-633

 メール  :
受付時間:10:00～19:00((10:00～18:00　土日祝） ※年間数日の休業、時間変更があ

 ります)

トータルコミュニケーションズ株式会社 と

 組織名  :業務部
 TEL     :0120-47-3339

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(メール :collabo@totalcom.co.jp

 　　　　　　（平日のみ・年末年始を除く）)

 組織名  :業務部
 TEL     :0120-47-3339

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

株式会社トップ と

 組織名  :株式会社　トップ
 TEL     :0120-519-199

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

トナミシステムソリューションズ株式会社 と

 組織名  :コーラルネット
 TEL     :0120-855-800

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(土日祝日・当社指定日除く)

株式会社トミザワ と

 組織名  :株式会社トミザワ
 TEL     :047-318-2140

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(メール:hikari@tomizawa.net)

 組織名  :株式会社トミザワ
 TEL     :0120-303-103

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(平日、土曜9:00～17:00 （祝日を除く）)

トラムシステム株式会社 と

 組織名  :お客様窓口
 TEL     :0120-266-642

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

有限会社トリトンハウス と

 組織名  :トリトンハウスひかり受付センター
 TEL     :0186-45-0700

 メール  :
受付時間:9:00～17:00(平日9:00～17:00 時間外緊急　090-3126-728  8:00～

 21:00)

株式会社トリニアス と

 組織名  :株式会社トリニアス　スマートライフ光サポートセンター
 TEL     :0120-997-461

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00

株式会社ドルフィンインターナショナル ど

 組織名  :
 TEL     :042-636-6000

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

ナカヨ電子サービス株式会社 な

 組織名  :＜ナカヨ光カスタマーセンタ＞ビジネスパートナー本部　ＩＳＰ課
 TEL     :03-6712-1701

 メール  :staff@videw.com
 受付時間:10:00～18:00(050-5511-5342

 　（年末年始を除く）
 メール  :

 　申込み関係　　info@videw.com
 　技術関係　　support@videw.com)

 組織名  :ビジネスパートナー本部 ＩＳＰ課
 TEL     :03-6712-1701

 メール  :staff@videw.com
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

ナショナルメディア株式会社 な

 組織名  :ナショナルメディア株式会社
 TEL     :045-253-8830

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(（平日のみ・土日祝日年末年始を除く）)

 組織名  :ナショナルメディア株式会社
 TEL     :045-253-8830

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(（平日のみ・土日祝日年末年始を除く）)

那須インフォネット株式会社 な

 組織名  :総務部
 TEL     :0287-74-5670

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

株式会社ナリタ工業 な

 組織名  :株式会社ナリタ工業ＩＳＰ事業部
 TEL     :0256-31-5200

 メール  :info@soho-net.ne.jp
 受付時間:8:30～17:30

株式会社No.1 な

 組織名  :経理部　請求課
 TEL     :0120-262-001

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00
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株式会社新潟通信サービス に

 組織名  :コラボ担当
 TEL     :0254-21-1043

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00

西出興業株式会社 に

 組織名  :西出興業株式会社　営業部
 TEL     :0125-32-4221

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社西軽井沢ケーブルテレビ に

 組織名  :株式会社西軽井沢ケーブルテレビ
 TEL     :0267-32-2157

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社日友インターナショナル に

 組織名  :株式会社日友インターナショナル　本社　陳、高木
 TEL     :0466-46-0041

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社日通建 に

 組織名  :e光サポートセンター
 TEL     :03-5904-9922

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(年末年始・お盆期間・祝日を除く)

ニフティ株式会社 に

 組織名  :@niftyカスタマーサービスデスク
 TEL     :0570-03-2210

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(契約内容（日曜、祝日、年末年始を除く）

 接続設定（年末年始を除く）
 解約10:00～17:00（日曜、祝日、年末年始を除く）

 通話料はお客様ご負担　携帯定額・国際電話03-6625-3232)

 組織名  :@nifty光事業者変更受付窓口
 TEL     :03-6625-3265

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(平日のみ、通話料はお客様ご負担)

一般社団法人日本ICTスクール協会 に

 組織名  :お客様サポートセンター
 TEL     :048-940-3272

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(祝日を除く)

日本・アルカディア・ネットワーク株式会社 に

 組織名  :事業者変更受付センター
 TEL     :0238-84-5711

 メール  :
 受付時間:8:30～17:30

株式会社日本システム に

 組織名  :NISCO光受付センタ
 TEL     :0120-508-752

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

有限会社日本情報通信東北 に

 組織名  :有限会社日本情報通信東北
 TEL     :022-373-0005

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

日本通信機器株式会社 に

 組織名  :お客様相談センター
 TEL     :06-6264-8188

 メール  :
 受付時間:9:30～17:30

日本ＤＩＤ株式会社 に

 組織名  :日本DID　DID光受付センター
 TEL     :045-534-6807

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

日本ネットワークイネイブラー株式会社 に

 組織名  :ひかりＪお客さまセンター
 TEL     :0120-924-754

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

日本メディアシステム株式会社 に

 組織名  :mediaひかりコールセンター
 TEL     :0570-052-305

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00

ニューデジタルケーブル株式会社 に

 組織名  :宮城県内のお客様:大崎・青葉ケーブルテレビ
 TEL     :0229-22-6556

 メール  :
受付時間:10:00～18:00(（年末年始を除く）　/岩手県内のお客様:花巻ケーブルテレビ

 0198-26-1333   /秋田県内のお客様:大館ケーブルテレビ　0186-44-6020)

株式会社Next-H ね

 組織名  :まとめて光サポートセンター
 TEL     :0120-934-859

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00
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株式会社NEXT BB ね

 組織名  :株式会社NEXTBB
 TEL     :0120-888-982

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00(土日祝含む／弊社指定の休日を除く)

株式会社ネスク ね

 組織名  :-
 TEL     :076-290-2222

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(祝日を除く)

合同会社NET COM ね

 組織名  :合同会社ＮＥＴＣＯＭ
 TEL     :0285-81-6552

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

有限会社ネットサポート ね

 組織名  :有限会社ネットサポート　秀　理光
 TEL     :0220-21-1125

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(年末年始を除く)

株式会社ネットブレインズ ね

 組織名  :ITS事業部
 TEL     :03-5550-6371

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

ネットワークサービス株式会社 ね

 組織名  :事業者変更受付センター
 TEL     :048-640-6464

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(平日のみ　祝日／年末年始を除く)

株式会社ノーバス の

 組織名  :ノーバス光運営事務局
 TEL     :0800-800-8209
 メール  :info@novus.co.jp

 受付時間:10:00～18:00(メール:info@novus.co.jp
 　　　　　　（平日のみ・年末年始を除く）)

 組織名  :サポートセンター
 TEL     :0800-800-8209

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

株式会社Buying ば

 組織名  :Buying光カスタマーセンター
 TEL     :03-6261-5751

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

ハイテクインター株式会社 は

 組織名  :ハイテクインター株式会社
 TEL     :03-5334-5260

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社ハイテックシステム は

 組織名  :株式会社ハイテックシステム　技術営業グループ
 TEL     :023-628-9455

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

伯東株式会社 は

 組織名  :エレクトロニックコンポーネントカンパニー 営業一部
 TEL     :03-3225-9082

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社パスカル ぱ

 組織名  :ソリューションサービス部
 TEL     :0267-66-1991

 メール  :atsuo-hosoda@pascal.ne.jp
 受付時間:8:40～17:30(メール　　atsuo-hosoda@pascal.ne.jp

 　　　　　　（土日祝日・お盆期間・年末　　
 　　　　　　　年始を除く）)

 組織名  :ソリューションサービス部
 TEL     :0267-66-1991

 メール  :atsuo-hosoda@pascal.ne.jp
 受付時間:8:40～17:30

株式会社八戸テレビ放送 は

 組織名  :株式会社八戸テレビ放送　営業部
 TEL     :0178-24-1111

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(メール:htv-ntt@htv-catv.co.jp

 （平日のみ、8/13・年末年始除く）)

 組織名  :株式会社八戸テレビ放送　営業部
 TEL     :0178-24-1111

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(（平日のみ、813・年末年始除く）)

パナソニックホームズ株式会社 ぱ

 組織名  :ＰＨ光受付センター
 TEL     :0120-350-022

 メール  :panahome.hikari.dn@west.ntt.co.jp
 受付時間:9:00～17:00

 組織名  :ＰＨ光受付センター
 TEL     :0120-350-022

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

パラマウントベッド株式会社 ぱ

 組織名  :市場開発部　担当課⾧　鈴木様
 TEL     :03-3648-1119

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(土日祝日・年末年始除く)

株式会社バルテック ば

 組織名  :業務部
 TEL     :03-5330-1165

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社パワーエッジ ぱ

 組織名  :サポート
 TEL     :03-5957-2261

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00
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HUNDRED DIRECTIONS株式会社 は

 組織名  :HUNDRED光事業部
 TEL     :025-385-7950

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社ピーシーデポコーポレーション ぴ

 組織名  :■サービスに関する問合せ・申込み　メンバー専用ダイヤル
 TEL     :0570-020-109

 メール  :
 受付時間:10:30～19:00

 組織名  :■サービスに関する問合せ・申込み　メンバー専用ダイヤル
 TEL     :0570-020-109

 メール  :
 受付時間:10:30～19:00

株式会社Peace create ぴ

 組織名  :アットピースサポートセンター
 TEL     :0120-930-735

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00(水日祝をのぞく)

 組織名  :アットピースサポートセンター
 TEL     :0120-930-735

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00

ビーズ情報サービス株式会社 び

 組織名  :お問合せ総合窓口
 TEL     :0120-796-888

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

東日本チェスコム株式会社 ひ

 組織名  :東日本チェスコム株式会社
 TEL     :022-265-3111

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

ヒカリラインサービス株式会社 ひ

 組織名  :事業者変更受付センター
 TEL     :048-646-6464

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(平日のみ　祝日／年末年始を除く)

株式会社ピクセラ ぴ

 組織名  :ピクセラユーザーサポートセンター
 TEL     :0120-727-231

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

ビッグローブ株式会社 び

 組織名  :ビッグローブ光 事業者変更窓口
 TEL     :0120-907-505

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(0120-907-505（通話料無料）

 03-6479-5716（通話料有料）携帯電話、PHS、IP電話の場合
 365日受付)

株式会社ヒューマニクス ひ

 組織名  :サポートデスク
 TEL     :03-6261-6927

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社ヒロサキライフサービス ひ

 組織名  :株式会社ヒロサキライフサービス
 TEL     :0120-704-500

 メール  :hls@hg-group.co.jp
 受付時間:8:30～17:00(（平日のみ・年末年始を除く）)

 組織名  :株式会社ヒロサキライフサービス
 TEL     :0120-704-500

 メール  :hls@hg-group.co.jp
 受付時間:8:30～17:00(（平日のみ・年末年始を除く）)

株式会社PinT ぴ

 組織名  :PinTカスタマーサポート
 TEL     :050-2018-8555

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(土日祝及び年末年始は休業)

 組織名  :PinTカスタマーサポート
 TEL     :050-2018-8555

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(土日祝及び年末年始は休業)

株式会社ファミリアリンク ふ

 組織名  :株式会社ファミリアリンク
 TEL     :03-5366-5959

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00

VTJ株式会社 ぶ

 組織名  :VTJ株式会社　ひかりの鉄人　カスタマーサポートセンター
 TEL     :0120-116-569

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

フェイスイノベーションサービス株式会社 ふ

 組織名  :光受付センター
 TEL     :03-5456-5152

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(祝日を除く)

フェニックスコミュニケーションズ株式会社 ふ

 組織名  :フェニックスクラブインターネットサービス
 TEL     :011-280-3300

 メール  :
 受付時間:10:00～17:30(メール　:staff@phoenix-c.or.jp

 　　　　　　（平日のみ・年末年始除く）)

 組織名  :フェニックスクラブインターネットサービス
 TEL     :011-280-3300

 メール  :
 受付時間:10:00～17:30

株式会社フォーバルテレコム ふ

 組織名  :■個人向けｉＳｍａｒｔ接続サポートセンター
 TEL     :0120-932-357

 メール  :
受付時間:10:00～19:00(◆個人向け/0120-932-357（固定電話から）/0570-
099-357（携帯、ＩＰ電話等から）/◆法人向けＦＴカスタマーセンター/0120-081-

 486)

フォーラムフロンティアネットワーク株式会社 ふ

 組織名  :フォーラムフロンティアネットワーク株式会社
 TEL     :03-3262-5070

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00
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株式会社フォトロン ふ

 組織名  :HARBORプロジェクト
 TEL     :03-3280-1892

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

株式会社フォルテ ふ

 組織名  :光コラボ担当
 TEL     :017-757-8033

 メール  :ml-planning@forte-inc.jp
 受付時間:9:00～17:00(土日祝・お盆・年末年始除く)

株式会社冨貴堂ユーザック ふ

 組織名  :株式会社　冨貴堂ユーザック
 TEL     :0166-68-2626

 メール  :
 受付時間:8:50～17:30

株式会社福島情報処理センター ふ

 組織名  :情報セキュリティ部
 TEL     :024-923-2116

 メール  :
 受付時間:8:30～17:30(月~金(年末年始、祝日除く))

富士ツバメ株式会社 ふ

 組織名  :つばめの光コールセンター
 TEL     :0120-312-290

 メール  :amano.akiko@fujitsubame.co.jp
 受付時間:8:30～17:00(土日祝日を除く)

富士トレーディングインターナショナル株式会社 ふ

 組織名  :注文受付担当
 TEL     :03-6868-3130

 メール  :
 受付時間:9:00～19:00

武州ガス株式会社 ぶ

 組織名  :武州ガス株式会社　武州ひかり担当
 TEL     :049-257-7778

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

扶桑電通株式会社 ふ

 組織名  :ビジネス推進統括部
 TEL     :03-3544-7191

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社フューチャーイン ふ

 組織名  :ICTソリューション本部 第一営業部
 TEL     :052-732-8991

 メール  :futureinn-hikari@futureinn.co.jp
受付時間:9:00～17:30(9:00-12:00 13:00-17:30 （土、日、祝日、年末年始お

 よび当社指定休日を除く）)

株式会社フューチャー・コネクト ふ

 組織名  :事業者変更受付センター
 TEL     :0120-557-293

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00(月～金)

株式会社ブルーワイヤー ぶ

 組織名  :株式会社ブルーワイヤー代表窓口
 TEL     :03-6264-8558

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社Brave International ぶ

 組織名  :総合受付センター
 TEL     :0120-744-088

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(9:00～17:00　水・木除く)

株式会社フレックス ふ

 組織名  :フレックス光コラボ事業部
 TEL     :03-5957-2100

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

株式会社ＢＬＯＷＴＨ ぶ

 組織名  :コラボレーション事業部
 TEL     :03-3988-5031

 メール  :info@blowth-hikari.jp
 受付時間:9:00～18:00(土日祝祭日を除く)

ブロードバンドサービス株式会社 ぶ

 組織名  :ブロードバンドサービス株式会社
 TEL     :0120-777-567

 メール  :info@broadbandservice.jp
 受付時間:9:00～18:00(https://www.broadbandservice.jp)

株式会社ブロードバンドタワー ぶ

 組織名  :データセンター統括グループ
 TEL     :03-5202-4807

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社プロロ ふ

 組織名  :株式会社プロロ
 TEL     :0120-99-0826

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00
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株式会社 Frontier ふ

 組織名  :総合窓口
 TEL     :0120-971-461

 メール  :info@frontier-city.net
 受付時間:9:30～18:30

株式会社ベイサイドコム べ

 組織名  :株式会社ベイサイドコム
 TEL     :043-204-3310

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

株式会社ベネフィットジャパン べ

 組織名  :カスタマーサポートセンター
 TEL     :050-3387-0630

 メール  :
 受付時間:11:00～19:00(年末年始・弊社指定日を除く)

株式会社ボイドルーターシステムズ ぼ

 組織名  :ボイドルーターシステムズ
 TEL     :03-3527-9044

 メール  :
 受付時間:10:00～19:00

北電情報システムサービス株式会社 ほ

 組織名  :FITWebインフォメーションセンター
 TEL     :0120-7272-89

 メール  :
受付時間:9:00～17:00(平日9:00-17:00 (土日祝日、年末年始を除く)/076-444-

 3794(携帯電話･PHS))

株式会社ボナファイド ぼ

 組織名  :業務推進部
 TEL     :03-3513-6571

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

堀川産業株式会社 ほ

 組織名  :直販本部エネクル光担当
 TEL     :048-925-8991

 メール  :
 受付時間:9:00～17:45(メール　:r.nukui@horikawasangyo.co.jp)

 組織名  :直販本部エネクル光担当
 TEL     :048-925-8991

 メール  :
 受付時間:9:00～17:45(平日のみ・年末年始除く)

株式会社マースネットワークス ま

 組織名  :株式会社マースネットワークス
 TEL     :042-340-5770

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(（平日のみ・年末年始を除く）)

 組織名  :株式会社マースネットワークス
 TEL     :042-340-5770

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社マイメディア ま

 組織名  :いわみインターネット
 TEL     :0120-870-103

 メール  :
 受付時間:9:30～18:00(土、日、祝日、年末年始を除く)

有限会社マスター ま

 組織名  :光事業部
 TEL     :03-3322-3211

 メール  :
 受付時間:10:30～19:00

株式会社マックスサポート ま

 組織名  :Molaサポートデスク
 TEL     :0120-004-344

 メール  :westbbsupport@max-support.co.jp
 受付時間:10:00～18:00

 組織名  :Molaサポートデスク
 TEL     :050-3822-0131

 メール  :westbbsupport@max-support.co.jp
 受付時間:10:00～18:00(土日祝を除く)

株式会社マルコ ま

 組織名  :アイコネクト受付センター
 TEL     :029-353-8232

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

マルタク株式会社 ま

 組織名  :営業本部　営業部
 TEL     :0226-22-0023

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

 組織名  :営業本部　営業部
 TEL     :0226-22-0023

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

丸紅テレコム株式会社 ま

 組織名  :Marubeni光お客様センター
 TEL     :0120-152-602

 メール  :mhikari_support@mtc.co.jp
 受付時間:9:15～18:00

 組織名  :Marubeni光お客様センター
 TEL     :0120-152-602

 メール  :mhikari_support@mtc.co.jp
 受付時間:9:15～18:00

マルモ通信商事株式会社 ま

 組織名  :営業部
 TEL     :0197-34-1024

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社ミツウロコヴェッセル み

 組織名  :ミツウロコ光受付センター
 TEL     :0120-365-276

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(年末年始を除く)

株式会社MITユニオン み

 組織名  :MIT光センター
 TEL     :050-3757-3583

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(メール:mit-hikari@mit-union.com

 （年末年始を除く）)

 組織名  :MIT光センター
 TEL     :050-3757-3583

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00
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株式会社ミツワ堂 み

 組織名  :株式会社ミツワ堂　通信事業推進部
 TEL     :04-7166-7151

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

宮城ケーブルテレビ株式会社 み

 組織名  :営業部
 TEL     :022-367-7711

 メール  :
 受付時間:8:30～17:00

株式会社ミライク み

 組織名  :事業者変更受付センター
 TEL     :052-221-1212

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

株式会社ミライコミュニケーションネットワーク み

 組織名  :株式会社ミライコミュニケーションネットワーク　営業部サポート
 TEL     :0584-78-7810

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

株式会社みらい町内会 み

 組織名  :サービス事業本部　地域ネットワーク推進室
 TEL     :03-6838-2834

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社ミライト・テクノロジーズ み

 組織名  :ソリューション事業本部　ミラテク☆光受付担当
 TEL     :0120-635-530

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30(土日祝・年末年始を除く)

株式会社無限 む

 組織名  :-
 TEL     :0475-50-2271

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社Meisin め

 組織名  :お客様相談センター
 TEL     :0120-126-966

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く・年末年始を除く)

明成通信株式会社 め

 組織名  :IT事業部コラボ担当
 TEL     :03-6404-8302

 メール  :
 受付時間:9:00～17:30

株式会社メコム め

 組織名  :光推進部
 TEL     :023-622-8673

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

メディアウェイブシステムズ株式会社 め

 組織名  :＜お客様サポート窓口＞
 TEL     :076-233-1691

 メール  :support@mwave.jp
 受付時間:10:00～18:00(FAX: 076-233-1692

 (土・日曜,休日, 年末年始を除く))

メディアサプライ・インターナショナル株式会社 め

 組織名  :BBM-NETサポートデスク
 TEL     :0120-276-210

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

株式会社ヤザワコーポレーション や

 組織名  :営業本部
 TEL     :03-5812-0741

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

柳田メディア株式会社 や

 組織名  :本社
 TEL     :0284-72-2222

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

株式会社ヤマス や

 組織名  :ヤマスサポートセンター
 TEL     :0470-23-7575

 メール  :hikari@yamasu.co.jp
 受付時間:9:00～17:00(メール:hikari@yamasu.co.jp

 (土日祝日、年末年始を除く))

 組織名  :ヤマスサポートセンター
 TEL     :0470-23-7575

 メール  :hikari@yamasu.co.jp
 受付時間:9:00～17:00

株式会社ゆあさ ゆ

 組織名  :株式会社ゆあさ
 TEL     :0167-23-8448

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(メール　: staff@yuasa.ne.jp

 　（日曜日、年末年始を除く）)

 組織名  :株式会社ゆあさ
 TEL     :0167-23-8448

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(日曜、祝日を除く)

ユーザーサイド株式会社 ゆ

 組織名  :ユーザーサイド株式会社 光コラボサービス担当
 TEL     :011-738-7700

 メール  :hikari.support@userside.co.jp
 受付時間:9:30～18:00(土日祝日年末年始を除く)
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株式会社YoutH ゆ

 組織名  :株式会社YoutH（ユーズ）
 TEL     :0120-358-910

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00

 組織名  :株式会社YoutH（ユーズ）
 TEL     :0800-222-4745

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00

株式会社USEN NETWORKS ゆ

 組織名  :USEN NETWORKS カスタマーセンター
 TEL     :0120-020-568

 メール  :
 受付時間:10:30～18:30

YOUテレビ株式会社 ゆ

 組織名  :お客様センター
 TEL     :0120-317-230

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(平日土日祝10:00～18:00)

特定非営利活動法人ゆーとぴあネット ゆ

 組織名  :特定非営利活動法人　ゆーとぴあネット
 TEL     :0183-78-1205

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社ユーミーClass ゆ

 組織名  :株式会社ユーミーＣｌａｓｓ
 TEL     :0466-86-7745

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

ユニアデックス株式会社 ゆ

 組織名  :U-netSURFサービスセンター
 TEL     :0120-255-027

 メール  :
受付時間:9:00～17:30(（平日のみ・年末年始を除く） /familleサービスセンター0120-

 780668)

楽天モバイル株式会社 ら

 組織名  :楽天光コンタクトセンター
 TEL     :0120-987-600

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

 組織名  :楽天ブロードバンドカスタマーセンター
 TEL     :0800-600-0111

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00

株式会社ラストワンマイル ら

 組織名  :まるっとひかりサポートセンター
 TEL     :0120-922-859

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(（年末年始を除く）/携帯･PHS 03-6756-8529)

株式会社ラネット ら

 組織名  :IIJサポートセンター
 TEL     :0570-09-4400

 メール  :
 受付時間:9:00～19:00

 組織名  :IIJサポートセンター
 TEL     :03-5205-4400

 メール  :
 受付時間:9:00～19:00(年中無休／9:00～19:00)

株式会社リードコナン り

 組織名  :株式会社リードコナン
 TEL     :019-613-3345

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(メール:support@leadkonan.co.jp

         m-ito@leadkonan.co.jp
         i-hare@leadkonan.co.jp

              （平日のみ・年末年始を除く）)

 組織名  :リードコナン光担当
 TEL     :019-613-3345

 メール  :
 受付時間:10:00～17:00(（平日のみ・年末年始を除く))

リコージャパン株式会社 り

 組織名  :ITKeeperインフォデスク
 TEL     :0120-32-0811

 メール  :
受付時間:(月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 （祝日・年末年始・夏季休

 暇は除く）)

リスペクト株式会社 り

 組織名  :ひかりプラス総合窓口
 TEL     :0120-954-029

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00(祝日を除く)

リリーク株式会社 り

 組織名  :リリーク株式会社
 TEL     :03-6240-9002

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(（土・日・祝・夏季休暇・年末年始を除く）)

株式会社ルーク る

 組織名  :株式会社ルーク
 TEL     :045-488-0488

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

株式会社ルートシステム る

 組織名  :受付窓口
 TEL     :045-663-3461

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始は除く)

株式会社reiz れ

 組織名  :株式会社ｒｅｉｚ
 TEL     :0120-764-116

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00
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レカムジャパン株式会社 れ

 組織名  :レカムジャパン株式会社 業務部
 TEL     :0120-55-0961

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(祝日を除く)

レモンガス株式会社 れ

 組織名  :レモンガス光カスタマーセンター
 TEL     :0120-513-180

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00

株式会社レンタコム北海道 れ

 組織名  :札幌支店
 TEL     :011-222-2880

 メール  :
 受付時間:8:30～17:15

株式会社ロード ろ

 組織名  :株式会社ロード
 TEL     :0800-222-6010

 メール  :cs@load.co.jp
受付時間:9:00～18:00(メール:info@load.co.jp／受付時間:土日祝、年末年始

 を除く)

 組織名  :株式会社ロード
 TEL     :0800-222-6010

 メール  :
 受付時間:9:00～18:00(メール:info@load.co.jp／受付時間:土日祝、年末年始を除く)

ワークアンドリバティ株式会社 わ

 組織名  :ワークアンドリバティカスタマーセンター
 TEL     :0120-009-215

 メール  :
 受付時間:9:00～17:00

株式会社ワールド・ホテル・コミュニケーションズ わ

 組織名  :東京本社
 TEL     :03-5216-3601

 メール  :
 受付時間:10:00～18:00(祝日を除く)

ワイズヴォイス株式会社 わ

 組織名  :ワイズヴォイス株式会社
 TEL     :045-482-4093

 メール  :
 受付時間:10:00～16:00

わいわいネット株式会社 わ

 組織名  :わいわいネット株式会社
 TEL     :0197-31-2288

 メール  :info@waiwai-net.ne.jp
 受付時間:10:00～17:00(土日祝日は休日)

株式会社ＷＯＷＯＷプラス わ

 組織名  :法人営業局　法人営業部
 TEL     :03-6702-0245

 メール  :
 受付時間:9:30～18:30

蕨ケーブルビジョン株式会社 わ

 組織名  :蕨ケーブルビジョン株式会社
 TEL     :0120-433-454

 メール  :
 受付時間:9:30～17:30


