
事業者変更に関するお問い合わせ窓口一覧 2021年10月20日現在

事業者様 光コラボレーション事業者様 索引 事業者変更に関するお問い合わせ窓口

アース情報システム株式会社 株式会社ティーガイア あ

 組織名  :アース情報システム
 TEL     :0120-698-691

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:年末年始、土日祝日
 メール  :

株式会社アイテム 株式会社ティーガイア あ

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

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

アカマツ株式会社 株式会社ティーガイア あ

 組織名  :アカマツ光受付センター
 TEL     :089-975-5499

  受付時間:8:30～17:30(土曜日のみ～16:30)　休業期間:日祝日、年末年始
 メール  :

株式会社アクシード 株式会社ティーガイア あ

 組織名  :おまかせ光お客様受付センター
 TEL     :06-6966-0245

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

株式会社アクシス 株式会社シグナル あ

 組織名  :アクシスカスタマセンター
 TEL     :0120-560-483

 受付時間:10:00 ～ 19:00　(弊社規定の休業日除く)
 メール  :

株式会社アクセスオンライン 株式会社アクセル あ

 組織名  :ライト光サポートセンター
 TEL     :0570-007-525

 受付時間:10:00～18:00　年末年始除く
 メール  :

浅間商事株式会社 株式会社ティーガイア あ

 組織名  :浅間商事株式会社
 TEL     :0120-830-414

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土曜、日曜、祝日、年末年始等
 メール  :

株式会社アポレックス 株式会社ティーガイア あ

 組織名  :ＡＰ光受付センター
 TEL     :084-920-3530

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

有限会社アルファー情報システム 株式会社ティーガイア あ

 組織名  :アルファー受付センター
 TEL     :077-548-3867

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び夏季休暇、年末年始
 メール  :

アンダーデザイン株式会社 株式会社ティーガイア あ

 組織名  :Hikari UD　受付センター
 TEL     :06-6784-3120
  受付時間:8:30～17:00　休業期間:土日祝日、年末年始

 メール  :

株式会社イー・プレミューラ 株式会社朝日ネット い

 組織名  :サポートサービスセンター
 TEL     :03-5858-9045

 受付時間:09:00～18:00
 メール  :

株式会社イヴレス 株式会社ティーガイア い

 組織名  :ｉｖｒｅｓｓ光サポートセンター
 TEL     :06-6949-8457

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

和泉通信工業株式会社 株式会社ティーガイア い

 組織名  :和泉通信工業株式会社
 TEL     :047-384-3521

  受付時間:8:30～17:30　休業期間:土・日・祝祭日・年末年始・夏期休暇
 メール  :

株式会社ITSUKI 株式会社YoutH い

 組織名  :イツキ光カスタマーセンター
 TEL     :0120-541-471

 受付時間:10時～17時
 メール  :
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株式会社岩通サービスセンター 株式会社ティーガイア い

 組織名  :株式会社岩通サービスセンター
 TEL     :06-6353-7777

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:年末年始、土日祝日
 メール  :

株式会社インテグレーション 株式会社ティーガイア い

 組織名  :株式会社インテグレーション
 TEL     :092-409-3210

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :

株式会社 インフォム 株式会社ティーガイア い

 組織名  :インフォム受付センター
 TEL     :0120-710-780

受付時間:10:00～18:00　休業期間:日曜・年末年始(12/29-1/4)・ＧＷ(4/29-
 5/5)・夏季(8/12-16)

 メール  :

株式会社with-net 株式会社ティーガイア う

 組織名  :ｗｉｔｈ-ｎｅｔ光コールセンター
 TEL     :03-5825-4006

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土日祝　夏季、年末年始
 メール  :

株式会社上野原ブロードバンドコミュニケーションズ ジャパンケーブルキャスト株式会社 う

 組織名  :上野原ブロードバンドコミュニケーションズ
 TEL     :0120-62-5503

  受付時間:平日9:00～17:00　（祝日を除く）
 メール  :

株式会社宇式通信システム 株式会社ティーガイア う

 組織名  :ｓｍａｒｔ宇式光受付センター
 TEL     :0120-33-1111

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :

HYシステム株式会社 株式会社ティーガイア え

 組織名  :ＨＹシステム株式会社
 TEL     :048-287-8971

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土・日・祝祭日・年末年始
 メール  :

エイティエイト株式会社 株式会社ティーガイア え

 組織名  :８８光受付センター
 TEL     :0120-572-788

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社エー･アンド･シー 株式会社ティーガイア え

 組織名  :エー・アンド・シー
 TEL     :0120-738-113

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

株式会社エクシト 株式会社ティーガイア え

 組織名  :ｖｉｄａ光カスタマーセンター
 TEL     :048-710-7600

  受付時間:9:30～17:00　休業期間:土・日・祝日　年末年始・夏季休業日
 メール  :

エクナ株式会社 株式会社ティーガイア え

 組織名  :エクナ株式会社 エクナネット事務局
 TEL     :019-652-6732

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :

エコソリューション株式会社 株式会社朝日ネット え

 組織名  :コラボ光担当
 TEL     :0120-382-815

 受付時間:09:00～18:00
 メール  :

株式会社エコリューション 株式会社ティーガイア え

 組織名  :コピーマン光受付センター
 TEL     :082-236-1699

  受付時間:9:30～17:30　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社Ｓエナジーユニオン 株式会社ティーガイア え

 組織名  :Ｓエナジーユニオン
 TEL     :06-6575-7890

 受付時間:09:00 ～ 18:00
 メール  :
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株式会社エス・ティ・ファーブ 株式会社ティーガイア え

 組織名  :リードライン受付センター
 TEL     :03-6380-0591

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝、8/11～8/15、12/28～1/5
 メール  :

有限会社エスコミュニケーションズ 株式会社ティーガイア え

 組織名  :有限会社エスコミュニケーションズ
 TEL     :096-243-4800

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土、日、祝日、年末年始
 メール  :

株式会社NSマーケティング 株式会社ティーガイア え

 組織名  :スマート光ＢＩＺ受付センター
 TEL     :06-6531-6380

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

ＮＤＳ株式会社 株式会社つうけんアドバンスシステムズ え

 組織名  :ＮＤＳひかりのお申込み、各種お問合せ窓口
 TEL     :052-263-7727

 受付時間:月曜～金曜:９:００～１７:００
 メール  :

株式会社エマオ 株式会社ティーガイア え

 組織名  :emao光受付センター
 TEL     :098-963-4588

 受付時間:8:30～17:30
 メール  :

株式会社MJE 株式会社ティーガイア え

 組織名  :奈良クラブ光
 TEL     :0120-556-245

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:日祝、年末年始、及び、土曜日の5割(不定期)
 メール  :

株式会社エムズ・システムサービス 株式会社ティーガイア え

 組織名  :エムズ光受付センター
 TEL     :0120-377-167

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日、盆、年末年始
 メール  :

株式会社エムデジ 株式会社ティーガイア え

 組織名  :株式会社エムデジ
 TEL     :0134-54-0088

 受付時間:平日 9:00～18:00
 メール  :

大阪プレシーザ株式会社 株式会社ティーガイア お

 組織名  :Precisa回線受付センター
 TEL     :072-222-2294

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

オージェーティーイノベーション株式会社 株式会社ティーガイア お

 組織名  :オージェ―ティーイノベーション
 TEL     :06-4308-5558

 受付時間:9:00～17:45
 メール  :

株式会社オーニシ 株式会社ティーガイア お

 組織名  :株式会社オーニシ
 TEL     :092-451-1210

 受付時間:9:00～17:00
 メール  :

有限会社オーパス 株式会社ティーガイア お

 組織名  :（有）オーパス
 TEL     :082-516-6116

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土・日・祝日
 メール  :

オールロード株式会社 株式会社ティーガイア お

 組織名  :INFINI LINEサポートセンター
 TEL     :0120-946-326

  受付時間:10:00～19:00　休業期間:土日祝日・及び年末年始
 メール  :

株式会社オキジム 株式会社ティーガイア お

 組織名  :株式会社オキジム　本社
 TEL     :098-878-7878

  受付時間:9:00～17:30　休業期間:土日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :
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オフィス・プランナー株式会社 株式会社ティーガイア お

 組織名  :オフィス・プランナー光受付センター
 TEL     :072-458-6900

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社オフィスワタナベ 株式会社ティーガイア お

 組織名  :株式会社オフィスワタナベ
 TEL     :0979-23-5383

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :

甲斐電波サービス株式会社 株式会社ティーガイア か

 組織名  :甲斐電波サービス株式会社
 TEL     :0120-969-737

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社かがし屋 株式会社ティーガイア か

 組織名  :株式会社かがし屋　本社営業部
 TEL     :0120-763-707

  受付時間:9:30～17:00　休業期間:土日祝日、年末年始、夏季休暇期間
 メール  :

株式会社カクタス 株式会社ティーガイア か

 組織名  :カクタス
 TEL     :06-6531-2425

  受付時間:8:50～18:00　休業期間:土日祝・年末年始・夏季期間
 メール  :

株式会社キムラオーエー 株式会社ティーガイア き

 組織名  :株式会社キムラオーエー
 TEL     :052-262-3876

 受付時間:9:00～17:00
 メール  :

株式会社キャトル・レヴ 株式会社ティーガイア き

 組織名  :株式会社キャトル・レヴ
 TEL     :0120-25-4001

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日、祝日、12/29～1/4
 メール  :

株式会社キューオキ 株式会社ティーガイア き

 組織名  :株式会社キューオキ
 TEL     :092-584-5111

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :

九州通電株式会社 株式会社ティーガイア き

 組織名  :九州通電株式会社
 TEL     :092-263-1134

 受付時間:8:30～17:30　休業期間:日祝日及び年末年始夏季休暇(別途会社ｶﾚﾝﾀﾞｰ
 による土曜休日あり)

 メール  :

有限会社京都総合通信 株式会社ティーガイア き

 組織名  :ＫＳＴ光受付センター
 TEL     :0120-592-388

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社キョーショー 株式会社ティーガイア き

 組織名  :株式会社キョーショー
 TEL     :0258-34-0800

 受付時間:平日9:00～17:00
 メール  :

有限会社グッドラックコミュニケーションズ 株式会社ティーガイア ぐ

 組織名  :有限会社グッドラックコミュニケーションズ
 TEL     :0120-39-6666

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

グローバルフロンティア株式会社 株式会社ティーガイア ぐ

 組織名  :グローバルフロンティア株式会社
 TEL     :0943-72-1330

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :

京阪通信工業株式会社 株式会社ティーガイア け

 組織名  :京阪通信工業
 TEL     :06-6562-4831

  受付時間:8:30～17:30　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :
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株式会社K.Z.Nオフィス 株式会社ティーガイア け

 組織名  :株式会社K.Z.Nオフィス
 TEL     :0238-40-0191

 受付時間:9:00～18:00　休業期間　　　:土日祝日、年末年始、夏季休暇
 メール  :

広進特機株式会社 株式会社ティーガイア こ

 組織名  :広進特機株式会社
 TEL     :082-227-8707

  受付時間:9:30～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

有限会社コークス 株式会社ティーガイア こ

 組織名  :Ｃｏｋｓ光受付センター
 TEL     :0773-45-6100

  受付時間:9:00～17:30　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社コークス 株式会社ティーガイア こ

 組織名  :Coks光受付センター
 TEL     :0773-20-1100

 受付時間:9:00～17:30
 メール  :

コールテック株式会社 株式会社ティーガイア こ

 組織名  :コールテック株式会社
 TEL     :022-306-3235

 受付時間:10:00 ～ 17:00
 メール  :

株式会社小西通信 株式会社ティーガイア こ

 組織名  :株式会社小西通信
 TEL     :075-672-0321

  受付時間:9:30～17:00　休業期間:土日祝・年末年始
 メール  :

株式会社コネクトライン 株式会社ティーガイア こ

 組織名  :コネクトライン受付センター
 TEL     :06-6282-5577

 受付時間:10:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社コピオン 株式会社ティーガイア こ

 組織名  :株式会社コピオン
 TEL     :06-6972-5000

 受付時間:（月～金）9:00～18:00
 メール  :

株式会社コミュニケーション開発 株式会社ティーガイア こ

 組織名  :ＣＤ光センター
 TEL     :03-5649-8550

  受付時間:9:00～17:30　休業期間:土曜、日曜、祝日、年末年始　等
 メール  :

株式会社コムネットシステム 株式会社ティーガイア こ

 組織名  :ＣＳひかり受付センター
 TEL     :03-5725-8555

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土・日・祝・年末年始
 メール  :

コムロック株式会社 株式会社ティーガイア こ

 組織名  :コムロック受付センター
 TEL     :0120-14-5669

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝、年末年始、お盆期間
 メール  :

株式会社三好商会 株式会社フォーバルテレコム さ

 組織名  :株式会社三好商会
 TEL     :011-631-7111

 受付時間:月～金　9:00～17:30
 メール  :

サンショウシステム株式会社 株式会社ティーガイア さ

 組織名  :サンショウシステム
 TEL     :06-6446-6000

 受付時間:09:00 ～ 17:00
 メール  :

サンテレコム株式会社 株式会社ティーガイア さ

 組織名  :サンテレコム光　受付センター
 TEL     :083-250-2060

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及びお盆、年末年始
 メール  :



事業者様 光コラボレーション事業者様 索引 事業者変更に関するお問い合わせ窓口

三友電子株式会社 株式会社ティーガイア さ

 組織名  :ＳＡＮＹＵ受付センター
 TEL     :052-532-3153

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社サンライズシステム フリービット株式会社 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

 受付時間:平日9:30～18:00（祝日を除く）
 メール  :

ジーエスクオリア株式会社 株式会社ティーガイア し

 組織名  :お客様サービスセンター
 TEL     :0120-702-207

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土・日・祝・年末年始
 メール  :

JTコミュニケーションズ株式会社 株式会社ティーガイア し

 組織名  :ＪＴコミュニケーションズ株式会社　本社
 TEL     :092-534-2171

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :

株式会社ジェイネットシステム 株式会社ティーガイア し

 組織名  :ジェイネットシステム
 TEL     :06-6185-1001

 受付時間:9:00～18:00
 メール  :

株式会社シグナストラスト 株式会社ティーガイア し

 組織名  :Ｃｙｇｎｕｓ受付センター
 TEL     :03-6452-2968

 受付時間:10:00～18:00
 メール  :

株式会社システムクリエイト 株式会社ティーガイア し

 組織名  :システムクリエイト
 TEL     :0774-65-5319

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:年末年始
 メール  :

株式会社システムライン 株式会社ティーガイア し

 組織名  :システムライン光受付センター
 TEL     :0120-46-2024

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

情報通信設備株式会社 株式会社ティーガイア し

 組織名  :情報通信設備㈱お客様相談窓口
 TEL     :0120-765-130

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土･日･祝日 及び ＧＷ･夏季休暇･年末年始
 メール  :

昭和コンピューターシステム株式会社 株式会社ティーガイア し

 組織名  :昭和コンピューターシステム
 TEL     :0586-44-3400

 受付時間:平日9:00-18:00
 メール  :

株式会社シンクロイズム 株式会社ティーガイア し

 組織名  :シンクロ光受付センター
 TEL     :03-6276-8600

  受付時間:10:00～18:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

株式会社鈴弥洋行 株式会社ティーガイア す

 組織名  :サスケネット光受付センター
 TEL     :024-922-5479

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日・盆・年末年始
 メール  :

世紀ジム株式会社 株式会社ティーガイア せ

 組織名  :ＳＪ光受付センター
 TEL     :072-646-7370

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日含む年末年始等
 メール  :

西武通信株式会社 株式会社ティーガイア せ

 組織名  :Ｃｌｉｃｋ光　サポートセンター
 TEL     :0120-275-992

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土・日・祝祭日
 メール  :
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株式会社セキュリオ 株式会社ティーガイア せ

 組織名  :セキュリオ光受付センター
 TEL     :0120-820-340

 受付時間:24時間
 メール  :

株式会社セキュリティA・Z 株式会社ティーガイア せ

 組織名  :セキュリティA・Z光センター
 TEL     :096-277-6767

 受付時間:10:00～17:00
 メール  :

有限会社ゼスト 株式会社ティーガイア せ

 組織名  :有限会社ゼスト
 TEL     :092-588-0033

 受付時間:平日 10:00～17:00
 メール  :

セルプロモート株式会社 株式会社ティーガイア せ

 組織名  :プロモ光サービスセンター
 TEL     :03-6915-2040

 受付時間:11:00～19:00
 メール  :

株式会社セレンディップ 株式会社ティーガイア せ

 組織名  :セレンディップひかり受付センター
 TEL     :0120-83-5656

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝　夏季休暇及び年末年始休暇
 メール  :

株式会社ソリューション 株式会社ティーガイア そ

 組織名  :株式会社ソリューション　西日本本社
 TEL     :0120-977-944

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日・お盆・正月
 メール  :

第一電話設備株式会社 株式会社ティーガイア だ

 組織名  :第一電話ヒカリ受付センター
 TEL     :0564-51-5671

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

大栄電通株式会社 株式会社ティーガイア だ

 組織名  :大栄電通株式会社
 TEL     :0942-35-2100

  受付時間:9:30～17:30　休業期間:土日祝
 メール  :

株式会社ダイシン 株式会社ティーガイア だ

 組織名  :ダイシン光受付センター
 TEL     :03-3833-9636

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日・祝日、年末年始、夏季休暇
 メール  :

株式会社ダイナミック・グループ 株式会社ティーガイア だ

 組織名  :ダイナミック光コールセンター
 TEL     :03-3518-2271

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝、お盆、年末年始
 メール  :

大和通信機株式会社 株式会社ティーガイア だ

 組織名  :大和通信機株式会社
 TEL     :042-324-3211

  受付時間:8:30～17:30　休業期間:土日・祝日及び年末・年始
 メール  :

大和電設工業株式会社 株式会社ティーガイア だ

 組織名  :ＤＤＫ大和電設工業
 TEL     :075-672-3311

  受付時間:8:30～17:10　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

タカギエレクトロニクス株式会社 株式会社ティーガイア た

 組織名  :タカギエレクトロニクス
 TEL     :06-6209-3331

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

株式会社タクト・マシン・サービス 株式会社ティーガイア た

 組織名  :株式会社タクト・マシン・サービス　九州
 TEL     :050-8881-2588

  受付時間:24時間　休業期間:土日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :
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株式会社田中誠文堂 株式会社ティーガイア た

 組織名  :SEIBUNDO回線受付センター
 TEL     :077-553-2345

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日、夏季休業期間、年末年始休業期間
 メール  :

田中通信工業株式会社 株式会社ティーガイア た

 組織名  :オリーブ光受付センター
 TEL     :0877-49-2822

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

株式会社ティエスイー 株式会社朝日ネット て

 組織名  :営業部
 TEL     :03-5475-5901

 受付時間:9:00～17:30
 メール  :

株式会社ディエスジャパン 株式会社ティーガイア で

 組織名  :株式会社ディエスジャパン　福岡店
 TEL     :072-963-0044

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝、夏季（お盆）および年末年始
 メール  :

株式会社データ・ウェーブ 株式会社ティーガイア で

 組織名  :データ・ウェーブ　光サポート
 TEL     :048-831-1804

 受付時間:9:00～18:00　休業期間:土･日･祝日、夏期(8/10～15)、年末年始
 (12/26～1/6)

 メール  :

デジタル通信株式会社 株式会社ティーガイア で

 組織名  :デジタル通信株式会社
 TEL     :092-402-0455

 受付時間:木曜から月曜 9:00～18:00
 メール  :

株式会社デライトアップ 株式会社ティーガイア で

 組織名  :株式会社デライトアップ
 TEL     :03-5835-3277

 受付時間:平日 9:00～18:00
 メール  :

株式会社寺岡精工 株式会社朝日ネット て

 組織名  :ビジネスサポートグループ
 TEL     :03-3752-0947

 受付時間:平日　09:00～18:00
 メール  :

テレビ北信ケーブルビジョン株式会社 ジャパンケーブルキャスト株式会社 て

 組織名  :テレビ北信ケーブルビジョン
 TEL     :0269-26-0202

  受付時間:平日9:00～17:30　（祝日を除く）
 メール  :

株式会社電興社 株式会社ティーガイア で

 組織名  :電興社ひかり受付センター
 TEL     :053-441-4129

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始、夏季休暇
 メール  :

電通サービス株式会社 株式会社ティーガイア で

 組織名  :電通サービス株式会社
 TEL     :092-431-1231

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :

株式会社電通技研 株式会社ティーガイア で

 組織名  :株式会社電通技研
 TEL     :092-471-1421

 受付時間:9:30～17:00
 メール  :

東海電話設備株式会社 株式会社ティーガイア と

 組織名  :ＴＤＳ光受付センター
 TEL     :0573-65-3518

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :

株式会社東邦通信システムズ 株式会社ティーガイア と

 組織名  :ＴＯＨＯひかり受付センター
 TEL     :046-276-5828

  受付時間:9:30～17:30　休業期間:土日祝・年末年始・ＧＷ・夏季休業日
 メール  :
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株式会社TOSYS 株式会社つうけんアドバンスシステムズ と

 組織名  :TOSYS光受付センター
 TEL     :026-213-8928

 受付時間:平日9:00～17:00
 メール  :tosys-hikari@tosys.co.jp

株式会社トータルオフィスネットワーク 株式会社ティーガイア と

 組織名  :株式会社トータルオフィスネットワーク
 TEL     :092-534-1115

 受付時間:9:00～17:30　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社トータルプラン 株式会社ティーガイア と

 組織名  :トータルプランひかりサポートセンター
 TEL     :06-6496-1900

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

株式会社トップアート 株式会社ティーガイア と

 組織名  :株式会社トップアート
 TEL     :03-6809-0853

 受付時間:平日 9:00～18:00
 メール  :

株式会社トラスト 株式会社ティーガイア と

 組織名  :トラスト光カスタマーセンター
 TEL     :0120-987-207

 受付時間:8:45～18:15　休業期間:土曜･日曜･祝日･夏期(8/11～15)･年末年始
 (12/28～1/4)

 メール  :

株式会社Trust 株式会社ティーガイア と

 組織名  :ＴＲ光受付センター
 TEL     :0120-935-835

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日、祝日、年末年始
 メール  :

株式会社トラフィックシェア 株式会社ティーガイア と

 組織名  :トラフィックシェア光受付センター
 TEL     :0120-5310-74

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社ドリームオフィス 株式会社ティーガイア ど

 組織名  :ドリーム光サポートセンター
 TEL     :0120-21-6788

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日、祝、夏季休暇、年末年始
 メール  :

株式会社トリニティ 株式会社ティーガイア と

 組織名  :ＴＲＩＮＩＴＹ光受付センター
 TEL     :03-6452-8956

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

中島商事株式会社 株式会社ティーガイア な

 組織名  :中島商事株式会社
 TEL     :0954-65-3971
  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土･日･祝日･年末年始･夏季休業

 メール  :

株式会社ナカハラプリンテックス 株式会社ダイマグ な

 組織名  :田中正子・NPCサポートセンター
 TEL     :083-252-5324

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

奈良OAシステム株式会社 株式会社ティーガイア な

 組織名  :ＯＡ光受付センター
 TEL     :0745-23-7000

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社西堀 株式会社ティーガイア に

 組織名  :西堀サービスセンター
 TEL     :0120-24-4696

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日、年末年始、夏季休業期間
 メール  :

日興通信株式会社 株式会社ティーガイア に

 組織名  :日興通信株式会社　九州支社
 TEL     :044-988-6072

  受付時間:10:00～17:30　休業期間:土日祝日、年末年始、夏期休暇
 メール  :
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日商器材株式会社 株式会社ティーガイア に

 組織名  :日商器材コールセンター
 TEL     :0594-21-2656

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日　及び　年末年始夏季休暇
 メール  :

日東通信株式会社 株式会社ティーガイア に

 組織名  :日東通信株式会社
 TEL     :022-273-9211

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土日祝日・盆・年末年始
 メール  :

日本コムシス株式会社 株式会社つうけんアドバンスシステムズ に

 組織名  :コムシス光販売支援センター
 TEL     :03-3448-7109

 受付時間:平日9:00～17:00
 メール  :116-hikari.tokyo@comsys.co.jp

日本通信システム株式会社 株式会社ティーガイア に

 組織名  :ＮＴＳお客様窓口
 TEL     :075-661-1166

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土･日･祝　年末年始･夏期休業
 メール  :

日本通信電設株式会社 株式会社ティーガイア に

 組織名  :受付
 TEL     :06-6334-2891

  受付時間:9:00～17:30　休業期間:日祝及び夏季・年末年始
 メール  :

株式会社日本デジタル通信 株式会社ティーガイア に

 組織名  :ｊｄｉｃサポートセンター
 TEL     :0120-095-116

  受付時間:9:00～17:30　休業期間:土日祝祭日、年末年始
 メール  :

日本電通システム株式会社 株式会社ティーガイア に

 組織名  :ｉひかりセンター
 TEL     :082-503-2121

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

日本電話株式会社 株式会社ティーガイア に

 組織名  :ＮＴＣ回線受付センター
 TEL     :075-672-2315

 受付時間:9:00～17:00
 メール  :

日本ＰＣサービス株式会社 株式会社フォーバルテレコム に

 組織名  :日本ＰＣサービス株式会社
 TEL     :06-6734-4990

 受付時間:9:00～18:00
 メール  :

日本PCサービス株式会社 丸紅テレコム株式会社 に

 組織名  :サポートセンター
 TEL     :0120-510-520
 受付時間:10:00～18:00

 メール  :collabo可900.co.jp

日本ビジネス機器株式会社 株式会社ティーガイア に

 組織名  :日本ビジネス機器株式会社
 TEL     :052-503-0528

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土曜日・日曜日・祝日・お盆休み・年末年始
 メール  :

日本物産情報通信株式会社 株式会社ティーガイア に

 組織名  :日本物産情報通信株式会社　宮崎本社
 TEL     :0120-949-657

  受付時間:10:00～18:00　休業期間:土日、祝日、年末年始、ＧＷ等
 メール  :

日本メディシス株式会社 株式会社ティーガイア に

 組織名  :ＯＰＴひかりサービスセンター
 TEL     :06-6232-8526

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:夏季・ＧＷ・年末年始
 メール  :

株式会社ネクスト 株式会社ティーガイア ね

 組織名  :(株)ネクスト
 TEL     :06-6531-8508

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :
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株式会社ネクスト・ワン 株式会社ティーガイア ね

 組織名  :株式会社ネクスト・ワン
 TEL     :072-276-6767

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土・日・祝
 メール  :

ネットシステム株式会社 株式会社ティーガイア ね

 組織名  :ネットシステム受付センター
 TEL     :0721-23-7611

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

ネットナレッジ株式会社 株式会社ティーガイア ね

 組織名  :ネットナレッジ
 TEL     :0120-084-702

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日、年末年始(12/29－1/4)
 メール  :

ネットライフシステム株式会社 株式会社ティーガイア ね

 組織名  :ネットライフシステム株式会社
 TEL     :096-288-0365

  受付時間:10:00～18:00　休業期間:土日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :

株式会社ネットワークエキスパート 株式会社ティーガイア ね

 組織名  :エキスパート受付センター
 TEL     :03-4218-2151

 受付時間:0:00～24:00
 メール  :

有限会社バークビジネス 株式会社ティーガイア ば

 組織名  :（有）バークビジネス
 TEL     :06-6582-7391

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:日・祝日・夏季休暇及び年末年始
 メール  :

株式会社ハナブサネットワークス 株式会社ティーガイア は

 組織名  :Ｒｅｂｏｒｎｌｉｎｅ受付センター
 TEL     :03-5856-2414

  受付時間:9:30～17:30　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

有限会社ビー・エス・オー 株式会社ティーガイア び

 組織名  :ＢＳＯ光受付センター
 TEL     :048-882-4131

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝　年末年始
 メール  :

株式会社ビー・サポート 株式会社ティーガイア び

 組織名  :株式会社ビー・サポート
 TEL     :0120-527-718

 受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝、年末年始、夏季休暇
 メール  :

株式会社BCM 株式会社ティーガイア び

 組織名  :株式会社ＢＣＭ
 TEL     :0120-669-113

 受付時間:9:00～18:25
 メール  :

株式会社ＰＣＭ 株式会社ティーガイア ぴ

 組織名  :パスコム光受付センター
 TEL     :03-5992-2602

  受付時間:9:00～18:30　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

株式会社ビービーリンクス 株式会社ティーガイア び

 組織名  :ＢＢ光お客様受付けセンター
 TEL     :06-6684-9786

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

東日本通信販売株式会社 株式会社ティーガイア ひ

 組織名  :ビジネスライン受付センター
 TEL     :0120-292-116

  受付時間:10:00～19:00　休業期間:土日祝日、夏季休暇、年末年始
 メール  :

株式会社ピクルス 株式会社フォーバルテレコム ぴ

 組織名  :株式会社ピクルス
 TEL     :092-688-9135

 受付時間:9:30～18:30
 メール  :
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株式会社FILL UP 株式会社ティーガイア ふ

 組織名  :株式会社ＦＩＬＬ　ＵＰ
 TEL     :050-5838-6093

  受付時間:10:00～19:00　休業期間:毎週日曜日・月曜日　夏季　年末年始
 メール  :

株式会社フェアーウェイ 株式会社ティーガイア ふ

 組織名  :ｉｘＭａｒｋ光総合受付
 TEL     :03-5549-4631

  受付時間:10:00～18:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社フォルテ 株式会社ティーガイア ふ

 組織名  :株式会社フォルテ
 TEL     :082-230-6858

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社フジヤ號 株式会社ティーガイア ふ

 組織名  :フジヤ號
 TEL     :0120-161-262

 受付時間:9:00～17:30　(12:00～13:00は昼休み)　休業期間:土、日、祝、年末
 年始、盆
 メール  :

富士電通株式会社 株式会社ティーガイア ふ

 組織名  :富士電通株式会社
 TEL     :099-224-7021

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始夏季休暇
 メール  :

プライムバリュー株式会社 株式会社ティーガイア ぷ

 組織名  :プライムバリュー株式会社
 TEL     :022-226-8755

  受付時間:10:00～19:00　休業期間:土日祝日及び年末年始・夏季休暇
 メール  :

株式会社プラスト 株式会社ティーガイア ぷ

 組織名  :株式会社プラスト
 TEL     :048-600-0011

 受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日、夏季、年末年始
 メール  :

株式会社 ブランズハッチ 株式会社ティーガイア ぶ

 組織名  :ｂｈ受付センタ
 TEL     :048-575-0880

 受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社フリークス 株式会社ティーガイア ふ

 組織名  :(株)フリークス
 TEL     :052-324-9100

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日　祝祭日　年末年始　盆
 メール  :

株式会社プルーフ 株式会社ティーガイア ぷ

 組織名  :プルーフ
 TEL     :06-6467-8982

 受付時間:9:00～18:00
 メール  :

株式会社ブレイブ 株式会社ティーガイア ぶ

 組織名  :株式会社ブレイブ
 TEL     :06-6746-5556

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及びお盆及び年末年始
 メール  :

株式会社プレジャーネクスト 株式会社ティーガイア ぷ

 組織名  :花島貴宏・プレジャーネクストお問い合わせセンター
 TEL     :0120-206-731

 受付時間:平日 9:00～18:00
 メール  :

株式会社フレッド 株式会社ティーガイア ふ

 組織名  :株式会社フレッド
 TEL     :0120-102-873

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日・祝日・年末年始・平日12時～13時
 メール  :

株式会社ブロード・コミュニケーションズ 株式会社ティーガイア ぶ

 組織名  :株式会社ブロード・コミュニケーションズ
 TEL     :0120-37-2632

  受付時間:9:00～18:00　休業時間:土日祝日及び年末年始
 メール  :
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株式会社procc 株式会社ティーガイア ぷ

 組織名  :㈱ｐｒｏｃｃ
 TEL     :06-6926-2699

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日・夏季休暇・年末年始
 メール  :

有限会社フロムワン 株式会社ティーガイア ふ

 組織名  :有限会社フロムワン
 TEL     :048-291-2240

 受付時間:9:00～17:00
 メール  :

株式会社ベルテクノス 株式会社ティーガイア べ

 組織名  :株式会社ベルテクノス
 TEL     :050-3000-2092
  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝・夏季(盆休み)年末年始

 メール  :

株式会社Vendor 株式会社ティーガイア べ

 組織名  :株式会社ベンダー
 TEL     :0120-947-120

 受付時間:10:00～19:00　休業期間:年末年始(12月29日～1月3日)　お盆(8月13
 日～15日)

 メール  :

株式会社ベンハウス 株式会社ティーガイア ぺ

 組織名  :ベンハウス光受付センター
 TEL     :079-222-5500

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝及びお盆休業日及び年末年始休業日
 メール  :

ボイズ株式会社 株式会社ティーガイア ぼ

 組織名  :ボイズ株式会社
 TEL     :092-725-5333

  受付時間:10:00～18:00　休業期間:年末年始・ＧＷ
 メール  :

株式会社ほくつう 株式会社ティーガイア ほ

 組織名  :ほくつう光事務局
 TEL     :076-238-1112

  受付時間:8:30～17:20　休業期間:土日祝日、年末年始、夏季休暇
 メール  :

株式会社ホンマ 株式会社ティーガイア ほ

 組織名  :Honma-Accessサポートセンター
 TEL     :03-3948-1161

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社Master'd 株式会社ティーガイア ま

 組織名  :Ｍａｓｔｅｒʼｄカスタマーセンター
 TEL     :0120-979-997

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日、年末年始
 メール  :

株式会社MACHI 株式会社ティーガイア ま

 組織名  :株式会社MACHI
 TEL     :092-406-8170

 受付時間:平日 10:00～19:00
 メール  :

株式会社マルトヨ 株式会社ティーガイア ま

 組織名  :マルトヨ
 TEL     :0564-24-9138

  受付時間:9:00～17:30　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社ミチコム 株式会社ティーガイア み

 組織名  :ミチコム光センター
 TEL     :04-7197-3311

  受付時間:10:00～17:00　休業期間:土日祝
 メール  :

MIXED株式会社 株式会社フォーバルテレコム み

 組織名  :MIXED株式会社
 TEL     :0800-222-6060
 受付時間:9:00~18:00

 メール  :

宮川電気通信工業株式会社 株式会社ティーガイア み

 組織名  :ＩＴＣＡ光（宮川通信）受付センター
 TEL     :043-225-1313

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土曜・日曜・祝祭日・年末・年始
 メール  :
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株式会社ムーヴ・ソリューションウェイ 株式会社ティーガイア む

 組織名  :ＭＯＶＥ光受付センター
 TEL     :06-6355-0700

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び夏季・年末年始
 メール  :

株式会社ムサシノ通信機 株式会社ティーガイア む

 組織名  :ムサシノひかり受付センター
 TEL     :042-989-8711

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:隔週土、日祝、夏季休暇、年末年始
 メール  :

名電通株式会社 株式会社ティーガイア め

 組織名  :名電通ひかりセンター
 TEL     :0120-98-7751

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祭日、及び年末年始
 メール  :

株式会社ももやま 株式会社ティーガイア も

 組織名  :株式会社ももやま　本社
 TEL     :098-933-5311

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土曜日、日曜日、年末年始、旧盆
 メール  :

株式会社U-MX 株式会社USEN NETWORKS ゆ

 組織名  :U-BB光カスタマーセンター
 TEL     :0570-003-120

 受付時間:12-20時
 メール  :

株式会社USEN ICT Solutions 株式会社USEN NETWORKS ゆ

 組織名  :GATE02 カスタマーセンター
 TEL     :0120-681-617
 受付時間:10:00～18:00

 メール  :

株式会社U-NEXT 株式会社USEN NETWORKS ゆ

 組織名  :UNEXT光カスタマーセンター
 TEL     :0120-010-987

  受付時間:平日11:0０～19:00　（年末年始・祝日除く）
 メール  :

株式会社祐文堂 株式会社ティーガイア ゆ

 組織名  :株式会社祐文堂
 TEL     :022-365-6435

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日･年末年始・お盆
 メール  :

有限会社吉田屋 株式会社ティーガイア よ

 組織名  :有限会社吉田屋
 TEL     :03-6857-4123

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日及び年末年始・夏季休暇
 メール  :

株式会社ライズ 株式会社ティーガイア ら

 組織名  :ライズ受付センター
 TEL     :049-265-8120

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日、祝日、12/28～1/6
 メール  :

ライフ２１株式会社 株式会社ティーガイア ら

 組織名  :ライフ２１お客様センター
 TEL     :0120-717-710

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝及び年末年始
 メール  :

株式会社リバーシ アクセリア株式会社 り

 組織名  :Reachお客様サポートデスク
 TEL     :0120-901-724
 受付時間:12:00～21:00

 メール  :

株式会社レスポンス 株式会社ティーガイア れ

 組織名  :株式会社レスポンス
 TEL     :0120-621-220
  受付時間:9:00～18:00　休業期間:12月28日～翌年1月3日、日曜日

 メール  :

LOZ group株式会社 株式会社フォーバルテレコム ろ

 組織名  :LOZ group株式会社
 TEL     :03-6806-0019

 受付時間:平日: 9時～18時
 メール  :
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株式会社ワイズ 株式会社ティーガイア わ

 組織名  :株式会社ワイズ　福岡支店
 TEL     :03-5294-1981

  受付時間:9:00～18:00　休業期間:土日祝日及び年末年始
 メール  :

株式会社渡敬 株式会社ティーガイア わ

 組織名  :Ｗａｔａｋｅｉ光サポート
 TEL     :0182-32-2525

  受付時間:9:00～17:00　休業期間:土日祝日及び年末年始・夏季休暇
 メール  :


