
【別紙】

平成27年3月3日現在

都県 市町村

1月29日 土浦ケーブルテレビ（株） 茨城県
土浦市、牛久市、龍ヶ崎市、かすみがうら市、取手
市、守谷市、石岡市、つくば市、つくばみらい市、常
総市、阿見町、利根町、美浦村

茨城局

2月23日 （株）ジェイコム千葉 千葉県 浦安市 浦安局

2月25日 （株）ジェイコム千葉 千葉県 八千代市、千葉市美浜区 YY八千代局

2月26日 （株）ジェイコムイースト 群馬県 高崎市、前橋市、安中市 群馬局

（株）ジェイコムさいたま 埼玉県
志木市、朝霞市、富士見市、入間郡三芳町、ふじみ
野市、新座市

東上局

（株）ジェイコムイースト 千葉県 我孫子市、柏市、鎌ヶ谷市、白井市、野田市 東関東局

（一財）研究学園都市コミュニティケーブルサービス 茨城県 つくば市
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

埼玉県央局

越谷市、吉川市、松伏町 越谷局

春日部市、さいたま市岩槻区 春日部局
さいたま市緑区、南区、草加市、三郷市、八潮市、川
口市

東京都 足立区
(株)ジェイコム市川 千葉県 市川市 市川局
(株)ジェイコム多摩 東京都 立川市、昭島市、国立市、東大和市、武蔵村山市 多摩局
(株)ジェイコム日野 東京都 日野市 日野局

北富士有線テレビ放送（株） 山梨県 鳴沢村、富士河口湖町

（株）ケーブルテレビ富士 山梨県 山中湖村

（株）シーエーティーブイ富士五湖 山梨県 富士吉田市、西桂町

埼玉県 和光市、新座市

練馬区、中央区

杉並区 東京・南エリア

さいたま市浦和区、中央区、桜区、緑区、南区 さいたま南局

さいたま市見沼区、大宮区、北区、西区、上尾市、伊
奈町

さいたま北局

台東区 台東局

墨田区 すみだ局

(株)ジェイコム武蔵野三鷹 東京都 武蔵野市、三鷹市 武蔵野・三鷹局

千葉県 松戸市、野田市、流山市 東葛エリア

東京都 葛飾区 葛飾エリア

（株）千葉ニュータウンセンター 千葉県 船橋市、印西市、白井市

(株)ジェイコム足立 東京都 足立区 足立局

（株）ジェイコム北関東 埼玉県
川越市、ふじみ野市、富士見市、三芳町、鶴ヶ島市、
坂戸市、日高市、鳩山町、川島町、所沢市

川越局

埼玉県 川口市、戸田市

東京都 足立区

（株）ジェイコムさいたま 埼玉県 所沢市 所沢局

(株)ジェイコム中野 東京都 中野区 中野局

東京都 目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、町田市

神奈川県
川崎市中原区、高津区、宮前区、横浜市港北区、緑
区、青葉区、都筑区、旭区

（株）ジェイコム千葉 千葉県 木更津市、君津市、袖ヶ浦市、富津市 木更津局

（株ジェイコム東京北 東京都 北区 東京北局

（株）ジェイコムイースト 東京都 清瀬市、小平市、西東京市、東久留米市、東村山市 西東京局

（株）ジェイコムイースト 東京都 板橋区 板橋局

（株）ジェイコムイースト 東京都 調布市、世田谷区 調布局

(株)ジェイコム船橋習志野 千葉県 習志野市、船橋市、千葉市花見川区 船橋習志野局

（株）ジェイコム大田 東京都 大田区 大田局

（株）ジェイコム東京 東京都 小金井市、国分寺市、府中市 東京・西エリア

（株）多摩テレビ 東京都 多摩市、稲城市、八王子市、町田市

茨城県 結城市、筑西市 結城局、筑西局

栃木県 栃木市、壬生町 栃木局
群馬県 館林市、板倉町 館林局

(株)ジェイコム八王子 東京都 八王子市、あきる野市、日の出町 八王子局

3月26日 (株)ジェイコム港新宿 東京都 港区、新宿区 港・新宿局

(株)ジェイコム北関東 埼玉県 熊谷市、深谷市 熊谷局

（株）ジェイコムイースト 東京都 江戸川区 江戸川局

テレビ小山放送（株） 栃木県 小山市

成田ケーブルテレビ（株） 千葉県 成田市、富里町

（株）上野原ブロードバンドコミュニケーションズ 山梨県 上野原市

3月12日

関東管内におけるデジアナ変換サービス終了予定日

終了日 ケーブルテレビ事業者
対象エリア（全部又は一部）

3月10日

備考

3月3日

3月4日

3月6日

3月9日

（株）ジェイコム北関東

2月27日

埼玉県

草加局

3月25日
ケーブルテレビ（株）

（株）ジェイコム東葛葛飾

3月27日

3月13日

3月17日

3月18日

3月19日

3月20日

3月23日

(株)ジェイコム川口戸田

3月16日

川口・戸田局

（株）ジェイコム東京
東京都

東京・東エリア

（株）ジェイコム東京 東京都

（株）ジェイコムさいたま 埼玉県

イッツ・コミュニケーションズ（株）

3月24日

3月30日



都県 市町村
終了日 ケーブルテレビ事業者

対象エリア（全部又は一部）
備考

（株）ＪＷＡＹ 茨城県 日立市、高萩市

茨城県 古河市

埼玉県 久喜市

佐野ケーブルテレビ（株） 栃木県 佐野市

鹿沼ケーブルテレビ（株） 栃木県 鹿沼市

塩原ケーブルテレビ協同組合 栃木県 那須塩原市

フィオーレ喜連川管理組合 栃木県 さくら市

茂木町 栃木県 茂木町

上野村 群馬県 上野村

（株）草津テレビ 群馬県 草津町

嬬恋ケーブルビジョン（株） 群馬県 嬬恋村

南牧村 群馬県 南牧村

栃木県 足利市

群馬県 太田市、桐生市

本庄ケーブルテレビ株式会社 埼玉県 本庄市

入間ケーブルテレビ（株） 埼玉県 入間市

秩父ケーブルテレビ（株） 埼玉県 秩父市

飯能ケーブルテレビ株式会社 埼玉県 川越市、飯能市、日高市

東松山ケーブルテレビ（株） 埼玉県 東松山市、滑川町

ゆずの里ケーブルテレビ（株） 埼玉県 毛呂山町、越生町

蕨ケーブルビジョン（株） 埼玉県 蕨市、戸田市、川口市、さいたま市南区

スカパーＪＳＡＴ（株）（埼玉） 埼玉県 フレッツテレビが提供されている市町村

（株）イースト・コミュニケーションズ 千葉県 千葉市緑区

（株）いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ 千葉県 市原市

(株)ジェイコム千葉セントラル 千葉県
千葉市中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、美浜
区、緑区

千葉セントラル局

（株）広域高速ネット二九六 千葉県

千葉市花見川区、若葉区、緑区、佐倉市、東金市、
四街道市、八街市、富里市、山武市、茂原市、印西
市、成田市、香取市、酒々井町、栄町、大網白里
市、神崎町

銚子テレビ放送（株） 千葉県 銚子市

スカパーＪＳＡＴ（株）（千葉） 千葉県 フレッツテレビが提供されている市町村

（株）南東京ケーブルテレビ 東京都 品川区、目黒区、港区、大田区

小笠原村 東京都 小笠原村

神津島村 東京都 神津島村

多摩ケーブルネットワーク（株） 東京都 青梅市、羽村市、福生市

東京ケーブルネットワーク（株） 東京都 千代田区、文京区、荒川区、中央区

東京ベイネットワーク（株） 東京都 中央区

スカパーＪＳＡＴ（株）（東京２３区） 東京都 東京23区

スカパーＪＳＡＴ（株）（東京都下） 東京都 フレッツテレビが提供されている市町村

（株）上野原ブロードバンドコミュニケーションズ 山梨県 上野原市

河口湖有線テレビ放送（有） 山梨県 富士河口湖町

都留市テレビ利用者組合 山梨県 都留市

4月13日 スカパーＪＳＡＴ（株）（神奈川） 神奈川県 フレッツテレビが提供されている市町村

4月15日 厚木伊勢原ケーブルネットワーク（株） 神奈川県 厚木市

4月16日 ＹＯＵテレビ（株） 神奈川県
横浜市鶴見区、神奈川区、港北区、川崎市川崎区、
幸区

(株)ジェイコム小田原 神奈川県 小田原市、南足柄市、開成町 小田原局

（株）ジェイコムイースト 神奈川県 相模原市中央区、南区、緑区、大和市、愛川町 相模原・大和局

4月20日 （株）ジェイコム湘南 神奈川県 横須賀市、葉山町、逗子市、三浦市 横須賀局

東京都 世田谷区、狛江市、稲城市、町田市

神奈川県
川崎市麻生区、多摩区、横浜市青葉区、相模原市
南区

4月22日 （株）ジェイコムイースト 神奈川県 横浜市南区、磯子区、中区、西区 横浜テレビ局

4月23日 (株)ジェイコム南横浜 神奈川県 横浜市金沢区、戸塚区、港南区、栄区 南横浜局

(株)ジェイコム鎌倉 神奈川県 鎌倉市、逗子市 鎌倉局

（株）ジェイコムイースト 神奈川県 大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、横浜市瀬谷区 神奈川セントラル局

湘南ケーブルネットワーク（株） 神奈川県 平塚市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町

（株）ジェイコムイースト 神奈川県 秦野市、伊勢原市 秦野・伊勢原局

（株）ジェイコム湘南 神奈川県 藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 湘南局

（注） 終了予定日は、平成27年1月27日現在のもので有り、変更となる場合があります。また、終了時刻はケーブル事業者により異なります。

なお、告知テロップより終了日か表示される場合がありますが、詳細はご覧のケーブル事業者にお問い合わせ下さい。

統一地方選挙（神奈川県知事：3/26告示、4/12選挙）期間中での終了を避けるため、対象エリアに神奈川県が含まれる一部の事業者は、

終了日を4月としています。

4月24日

4月27日

3月31日

せたまち局4月21日

4月17日

（株）ジェイコムイースト

リバーシティ・ケーブルテレビ（株）

光ケーブルネット（株）


	終了予定日

