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北海道 枝幸町 0163-69-8080 http://www.esashi.jp/
北海道 伊達市 0142-68-9674 http://www.ootaki.tv/
北海道 旭川ケーブルテレビ(株) 0166-22-0707 http://www.potato.ne.jp/
北海道 (株)帯広シティーケーブル 0120-16-6511 http://www.octv.jp/
北海道 (株)ジェイコム札幌 0120-999-000 http://www.jcom.co.jp/
青森県 田子町 0120-557-759
青森県 三沢市ケーブルテレビジョン 0176-51-1349 http://www.mctvnet.ne.jp/
青森県 青森ケーブルテレビ(株) 0120-442-208 http://www.actv.ne.jp/
青森県 (株)八戸テレビ放送 0120-44-6667 http://www.htv-net.ne.jp/
岩手県 (株)一関ケーブルネットワーク 0191-21-1256 http://www.icn-net.ne.jp/
岩手県 岩手ケーブルテレビジョン(株) 019-654-7711 http://www.ictnet.jp/
岩手県 北上ケーブルテレビ(株) 0197-64-5111 http://www.ginga-net.ne.jp/
岩手県 三陸ブロードネット(株) 0120-24-2600 http://www.sanriku-broadnet.co.jp/
岩手県 (株)遠野テレビ 0198-63-1711 http://www.tonotv.com/
岩手県 ニューデジタルケーブル(株) 0198-26-5110 http://www.newdc.co.jp/
岩手県 水沢テレビ(株) 0120-16-3238 http://www.catv-mic.ne.jp/
宮城県 気仙沼ケーブルネットワーク(株) 0226-23-3131 http://www.k-macs.ne.jp
宮城県 仙台ＣＡＴＶ(株) 0120-340-449 http://cat-v.jp/
宮城県 宮城ケーブルテレビ(株) 0120-077-120 http://www.c-marinet.ne.jp/
秋田県 (株)秋田ケーブルテレビ 0120-344-037 https://www.cna.ne.jp/
山形県 (株)ダイバーシティメディア 023-624-5000 http://www.diversitymedia.jp/
山形県 (株)ニューメディア 0238-24-2525 http://www.ncv-y.co.jp/
福島県 西会津町ケーブルテレビ 0241-45-4461 http://www.nct.ne.jp
茨城県 (一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス 0120-013-075 http://www.accs.or.jp/
茨城県 古河ケーブルテレビ(株) 0280-32-4747 http://www.koga-catv.jp
茨城県 (株)ＪＷＡＹ 0120-816-454 http://jway.jp/
茨城県 土浦ケーブルテレビ(株) 0120-999-000 http://www.jcom.co.jp/
栃木県 那珂川町 0120-994-355 http://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp
栃木県 真岡市 0285-82-1111 http://www.city.moka.lg.jp
栃木県 宇都宮ケーブルテレビ(株) 028-638-8090 http://www.ucatv.ne.jp/catv/
栃木県 鹿沼ケーブルテレビ(株) 0289-63-0005 http://www.bc9.ne.jp/
栃木県 ケーブルテレビ(株) 0120-25-1819 http://cc9.jp
栃木県 佐野ケーブルテレビ(株) 0283-21-2121 http://www.sctv.jp/
栃木県 塩原ケーブルテレビ協同組合 0287-32-3275
栃木県 テレビ小山放送(株) 0120-344-372 http://www.tvoyama.co.jp/
栃木県 わたらせテレビ(株) 0120-99-4111 http://www.watv.ne.jp
埼玉県 入間ケーブルテレビ(株) 0120-055037 http://ictv.jp/
埼玉県 行田ケーブルテレビ(株) 0120-049340 http://www.ukishiro.net/
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埼玉県 狭山ケーブルテレビ(株) 0120-340-379 http://www.s-cat.ne.jp/
埼玉県 (株)ジェイコム川口戸田 0120-914-000 http://www.jcom.co.jp/
埼玉県 (株)ジェイコム北関東 0120-914-000 http://www.jcom.co.jp/
埼玉県 (株)ジェイコムさいたま 0120-999-000 http://www.jcom.co.jp/
埼玉県 飯能ケーブルテレビ(株) 0120-543611 http://www.tv-hanno.co.jp/
埼玉県 東松山ケーブルテレビ(株) 0120-836-010 http://hctv.jp/
埼玉県 本庄ケーブルテレビ(株) 0495-23-1115 http://www.catnet.jp/
埼玉県 ゆずの里ケーブルテレビ(株) 049-276-6300 http://yuzu-tv.jp
埼玉県 蕨ケーブルビジョン(株) 0120-433-454 http://www.catvwink.co.jp/
千葉県 (株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ 0120-24-1991 http://www.icntv.ne.jp/
千葉県 (株)イースト・コミュニケーションズ 0120-336-368 http://www.eastcom.co.jp/
千葉県 (株)広域高速ネット二九六 0120-533-296 http://www.catv296.co.jp/
千葉県 (株)ジェイコム市川 0120-914-000 http://www.jcom.co.jp/
千葉県 (株)ジェイコム千葉 0120-999-000 http://www.jcom.co.jp/
千葉県 (株)ジェイコム千葉セントラル 0120-914-000 http://www.jcom.co.jp/
千葉県 (株)ジェイコム東葛葛飾 0120-914-000 http://www.jcom.co.jp/
千葉県 (株)千葉ニュータウンセンター 0120-373-455 http://www.rurbannet.ne.jp/
千葉県 銚子テレビ放送(株) 0120-25-4004 http://www.catv9.co.jp/
千葉県 成田ケーブルテレビ(株) 0120-100-197 http://www.nctv.co.jp/
東京都 イッツ・コミュニケーションズ(株) 0120-109199 http://www.itscom.net/index.html
東京都 (株)ケーブルテレビ品川 0120-559-470 http://www.cts.ne.jp/
東京都 (株)ジェイコム足立 0120-914-000 http://www.jcom.co.jp/
東京都 (株)ジェイコムイースト 0120-999-000 http://www.jcom.co.jp/
東京都 (株)ジェイコム大田 0120-914-000 http://www.jcom.co.jp
東京都 (株)ジェイコム多摩 0120-914-000 http://www.jcom.co.jp/
東京都 (株)ジェイコム東京 0120-999-000 http://www.jcom.co.jp/
東京都 (株)ジェイコム中野 0120-914-000 http://www.jcom.co.jp/
東京都 (株)ジェイコム八王子 0120-914000 http://www.jcom.co.jp
東京都 (株)ジェイコム日野 0120-914-000 http://www.jcom.co.jp/
東京都 (株)ジェイコム港新宿 0120-914-000 http://www.jcom.co.jp
東京都 (株)ジェイコム武蔵野三鷹 0120-914-000 http://www.jcom.co.jp/
東京都 ジャパンケーブルキャスト(株) 03-6910-2900 http://www.cablecast.co.jp/
東京都 (株)ジュピターテレコム 0120-999-000 http://www.jcom.co.jp/
東京都 多摩ケーブルネットワーク(株) 0428-32-1351 http://www.t-net.ne.jp/
東京都 (株)多摩テレビ 0120-118-493 http://www.ttv.co.jp
東京都 東京ケーブルネットワーク(株) 0800-123-2600 http://www.tcn-catv.co.jp/
東京都 (株)東京デジタルネットワーク 03-5209-6222 http://www.tdn.ne.jp/
東京都 東京ベイネットワーク(株) 0120-44-3404 http://www.baynet.ne.jp/
東京都 豊島ケーブルネットワーク(株) 0120-59-5144 http://www.toshima.co.jp/
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東京都 (株)日本ケーブルテレビジョン 03-3568-8221 http://www.jctv.co.jp/
東京都 日本デジタル配信(株) 03-6757-0200 http://www.jdserve.co.jp

神奈川県 厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株) 0120-48-5541 http://www.ayu.ne.jp/
神奈川県 湘南ケーブルネットワーク(株) 0120-121302 http://www.scn-net.co.jp
神奈川県 (株)ジェイコム湘南 0120-999-000 http://www.jcom.co.jp/
神奈川県 (株)ジェイコム南横浜 0120-999-000 http://www.jcom.co.jp/
神奈川県 ＹＯＵテレビ(株) 0120-317-230 http://www.netyou.jp/
神奈川県 横浜ケーブルビジョン(株) 0120-595-775 http://www.catv-yokohama.ne.jp/
山梨県 都留市テレビ利用者組合 0554-43-2542 http://www.shokokai.or.jp/19/192041S0711/index.htm

山梨県 西桂町テレビ共同視聴組合 0555-25-2015
山梨県 北杜市ケーブルテレビ 0551-42-1161 http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/hokuto/
山梨県 (株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ 0120-624-977 http://www.u-bc.net/
山梨県 (株)忍野ＣＡＴＶ 0555-84-4565 http://www.oshino-catv.com
山梨県 勝沼ＣＡＴＶ(株) 0553-44-5510
山梨県 河口湖有線テレビ放送(有) 0555-72-4981 http://www.kawaguchiko.ne.jp/
山梨県 北富士有線テレビ放送(株) 0555-85-2331 http://kftv.jp/index.html
山梨県 (有)峡西シーエーテーブイ 055-283-8383 http://www.cvk.ne.jp/
山梨県 峡東ケーブルネット(株) 0553-33-2252 http://www.kcnet.ne.jp/
山梨県 (株)ケーブルテレビ富士 0555-62-5951
山梨県 (株)ケーブルネットワーク大月 0554-22-5772 http://www.o-catv.jp/
山梨県 白根ケーブルネットワーク(株) 055-282-6611 http://www.nus.ne.jp/
山梨県 (株)ＣＡＴＶ富士五湖 0555-22-1714 http://www.fgo.jp/
山梨県 富沢テレビ共聴組合 05566-6-2312
山梨県 (株)日本ネットワークサービス 055-251-7111 http://www.nns-catv.co.jp/
山梨県 (有)韮崎電設 0551-27-2311
山梨県 (株)ネットワーク下部 055-273-6200
山梨県 富士川シーエーティーヴィ(株) 0120-974-776 http://www.fujikawa-net.co.jp
山梨県 山梨ＣＡＴＶ(株) 0553-22-6822 http://www.fruits.ne.jp/
新潟県 糸魚川市 025-552-1511 http://www.city.itoigawa.lg.jp/
新潟県 魚沼市 025-792-1494
新潟県 コミュニティネットワーク佐渡 0259-63-5139 https://www.city.sado.niigata.jp/l_guide/c_system/media/c_out.shtml

新潟県 (株)エヌ・シィ・ティ 0120-080-009 http://www.nct9.co.jp/
新潟県 (株)佐渡テレビジョン 0259-61-1212 http://www.e-sadonet.tv/
新潟県 上越ケーブルビジョン(株) 0120-988-945 http://www.jcv.co.jp/
長野県 飯山市 0269-81-3000 http://www.iiyama-catv.ne.jp/
長野県 大町市 0261-21-3805 http://www.city.omachi.nagano.jp/indexpage/indexpage030/indexpage034/index00026.html

長野県 木島平村 0269-82-4111 http://www.vill.kijimadaira.lg.jp/
長野県 東御市 0268-67-2981 http://www.city.tomi.nagano.jp/
長野県 豊丘村 0265-35-9052 http://www.vill.nagano-toyooka.lg.jp/catv/index.html
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長野県 長野市 026-224-7506 http://www.city.nagano.nagano.jp/
長野県 長和町 0268-75-2043 http://www.kokuyou.ne.jp/
長野県 野沢温泉村 0269-67-0241 http://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp
長野県 白馬村 0261-85-0074 http://aicc.co.jp/
長野県 あづみ野テレビ(株) 0120-353-055 http://www.anc-tv.co.jp/
長野県 (株)飯田ケーブルテレビ 0265-52-5406 http://www.iidacable.tv/
長野県 伊那ケーブルテレビジョン(株) 0120-789174 http://www.inacatv.co.jp/
長野県 (株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ 026-233-1713 http://www.nagano-inc.co.jp/
長野県 (株)上田ケーブルビジョン 0120-160-074 http://www.ucv.co.jp/
長野県 (株)エコーシティー・駒ヶ岳 0265-82-4000 http://www.cek.co.jp/
長野県 エルシーブイ(株) 0120-123-833 http://www.lcv.jp/
長野県 木曽広域連合 0264-21-2212 http://www.kisoji.com
長野県 (株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ 0120-018-117 http://www.stvnet.co.jp/
長野県 (株)コミュニティテレビこもろ 0267-22-9911 http://www.ctk23.ne.jp
長野県 佐久ケーブルテレビ(株) 0267-63-4500 http://www.sakunet.jp
長野県 (株)信州ケーブルテレビジョン 0120-166-072 http://www.chikuma-catv.co.jp/
長野県 蓼科ケーブルビジョン(株) 0267-56-3101 http://www.tcv21.co.jp/
長野県 テレビ北信ケーブルビジョン(株) 0269-26-0202 http://thvnet.tv/
長野県 (株)テレビ松本ケーブルビジョン 0120-40-1008 http://www.tvm.ne.jp/
長野県 丸子テレビ放送(株) 0120-860-654 http://www.marukotv.jp/
岐阜県 郡上ケーブルテレビ放送センター 0575-67-2787 http://www.gujo-tv.ne.jp/~gujo-tv/
岐阜県 下呂市 0576-25-5553 http://geronet.info/
岐阜県 東白川ＣＡＴＶ（東白川村） 0574-78-3111 http://www.50913.ne.jp
岐阜県 (株)アミックスコム 0120-927-528 http://amixcom.jp/
岐阜県 (株)インフォメーションネットワーク郡上八幡 0575-65-6288 http://www.gujocity.net
岐阜県 (株)大垣ケーブルテレビ 0120-30-1248 http://www.ogaki-tv.co.jp/
岐阜県 おりべネットワーク(株) 0572-24-7733 http://www.oribe-net.co.jp/
岐阜県 (株)ケーブルテレビ可児 0120-039-479 http://www.ctk.ne.jp
岐阜県 シーシーエヌ(株) 0120-344-893 http://www.ccn-catv.co.jp/
岐阜県 飛騨高山ケーブルネットワーク(株) 0800-200-8688 http://www.hidatakayama.tv
静岡県 (株)伊豆急ケーブルネットワーク 0120-730-129 http://www.ikctv.com/
静岡県 伊豆太陽農業協同組合 0558-32-1747
静岡県 (株)伊東アンテナ協会 0557-37-4254
静岡県 (有)伊東テレビクラブ 0557-37-4903
静岡県 (株)御前崎ケーブルテレビ 0537-86-8882 http://maotv.jp
静岡県 小山町テレビ共聴組合 0550-76-4832 http://www.oyama-tv.jp
静岡県 小林テレビ設備(有) 0558-22-5232 http://www.shimoda-ktv12ch.jp
静岡県 (有)シオヤ 055-979-1408
静岡県 下田有線テレビ放送(株) 0558-22-2443 http://www.shimoda-catv.co.jp/
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静岡県 (株)東豆有線 0557-47-1728 http://touzu-catv.com/
静岡県 (株)トコちゃんねる静岡 0120-275-340 http://www.tocochannel.jp/
静岡県 (株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク 0120-696-942 http://www.thn.ne.jp/
静岡県 浜松ケーブルテレビ(株) 0120-80-6170 http://www.winde.jp/
静岡県 東伊豆有線テレビ放送(株) 0557-95-2200 http://www.hicat.co.jp/
愛知県 (株)アイ・シー・シー 0120-993-138 http://www.icc-media.co.jp/
愛知県 稲沢シーエーティーヴィ(株) 0120-30-3399 http://www.toptower.co.jp/
愛知県 (株)キャッチネットワーク 0120-2-39391 http://www.katch.co.jp
愛知県 グリーンシティケーブルテレビ(株) 0120-150-676 http://www.gctv.co.jp/
愛知県 (株)コミュニティネットワークセンター 052-955-5161 http://www.cnci.co.jp/
愛知県 (株)ＣＡＣ 0569-21-0070 http://www.cac12.jp
愛知県 スターキャット・ケーブルネットワーク(株) 0120-181-374 http://www.starcat.co.jp/
愛知県 知多半島ケーブルネットワーク(株) 0120-344-868 http://www.tac-net.jp/
愛知県 知多メディアスネットワーク(株) 0120-23-7707 http://www.medias.co.jp/
愛知県 中部ケーブルネットワーク(株) 0120-441061 http://www.ccnw.co.jp/
愛知県 豊橋ケーブルネットワーク(株) 0120-816-142 http://www.tees.ne.jp
愛知県 西尾張シーエーティーヴィ(株) 0120-240-968 http://www.clovernet.co.jp/
愛知県 ひまわりネットワーク(株) 0120-210-114 http://www.himawari.co.jp/
愛知県 三河湾ネットワーク(株) 0120-794934 http://www.sky-1.co.jp/
愛知県 ミクスネットワーク(株) 0120-345739 http://www.catvmics.ne.jp/
三重県 (株)アドバンスコープ 0595-64-7821 http://www.advanscope.jp/
三重県 伊賀上野ケーブルテレビ(株) 0120-959-734 http://www.ict.jp
三重県 (株)ケーブルコモンネット三重 059-236-5221 http://www.com-mie.jp
三重県 (株)ケーブルネット鈴鹿 0120-173734 http://www.cns-tv.co.jp
三重県 (株)ＣＣＪ 059-359-5060 http://www.ccj-gr.co.jp
三重県 (株)シー・ティー・ワイ 0120-30-6500 http://www.cty-net.ne.jp/
三重県 (株)ＺＴＶ 0120-222-505 http://www.ztv.co.jp/
三重県 松阪ケーブルテレビ・ステーション(株) 0120-378-990 https://www.mctv.jp/
三重県 (株)ラッキータウンテレビ 0594-24-0001 http://www.lucky-towntv.jp
富山県 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 0765-74-9321 http://www.mrr.jp/
富山県 射水ケーブルネットワーク(株) 0120-82-7320 http://www.canet.ne.jp/
富山県 上婦負ケーブルテレビ(株) 0120-016-664 http://www.knei.jp
富山県 (株)ケーブルテレビ富山 0120-493-530 http://ctt.ne.jp/
富山県 高岡ケーブルネットワーク(株) 0120-474739 http://www.tcnet.ne.jp/
富山県 となみ衛星通信テレビ(株) 0120-476764 http://www.tst.ne.jp/
富山県 滑川中新川地区広域情報事務組合 076-474-9211 http://www.net3.tv/
富山県 (株)新川インフォメーションセンター 0120-344-714 http://www.nice-tv.jp/
富山県 能越ケーブルネット(株) 0120-040-720 http://www.cnh.ne.jp
石川県 七尾市 0767-53-8699 http://www.notojima.jp/www/index.jsp
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石川県 能登町 0768-76-8301 http://www.town.noto.lg.jp/www/index.jsp
石川県 輪島市ケーブルテレビ 0768-42-1955 http://www.wannet.jp/
石川県 (株)あさがおテレビ 0120-084-173 http://asagaotv.jp/
石川県 加賀ケーブルテレビ(株) 0120-751-114 http://www.kagacatv.jp/
石川県 金沢ケーブルテレビネット(株) 0120-751-114 http://www.kanazawacatv.jp/
石川県 (株)テレビ小松 0120-390-488 https://web.tvk.ne.jp/
福井県 おおい町 0770-77-9030 http://www.town.ohi.fukui.jp
福井県 (株)ケーブルテレビ若狭小浜 0120-96-0721 http://www.channel-oh.jp/
福井県 さかいケーブルテレビ(株) 0120-05-5710 http://www.sctv.co.jp
福井県 丹南ケーブルテレビ(株) 0120-72-5040 http://www.t-catv.co.jp/
福井県 福井ケーブルテレビ(株) 0120-05-5710 http://www.fctv.jp/
福井県 美方ケーブルネットワーク(株) 0120-009-047 https://www.mmnet-ai.ne.jp/
福井県 (株)嶺南ケーブルネットワーク 0120-04-2212 http://www.rcn.ne.jp/
滋賀県 (株)あいコムこうか 0120-00-6560 http://www.aicom-koka.jp
滋賀県 東近江ケーブルネットワーク(株) 050-5801-1112 http://www.hcnet.tv
京都府 京丹波町ケーブルテレビ 0771-88-5000 http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/kyotamba_catv/index.html

京都府 (株)ＫＣＮ京都 0120-114-368 http://www.kcn-kyoto.jp/
京都府 洛西ケーブルビジョン(株) 0120-141-125 http://www.rcv.co.jp
大阪府 (株)ケイ・オプティコム 0120-919-151 http://www.k-opti.com/
大阪府 (株)ジェイコムウエスト 0120-999-000 http://www.jcom.co.jp/
大阪府 (株)全関西ケーブルテレビジョン 0120-968-138 http://www.ac-tv.co.jp/
大阪府 (株)テレビ岸和田 072-436-3636 http://www.tvk.co.jp/
大阪府 (株)ベイ・コミュニケーションズ 0120-40-1173 http://baycom.jp
兵庫県 朝来市 079-677-1044 http://www.city.asago.hyogo.jp
兵庫県 神河町ケーブルテレビネットワーク 0790-32-2752 http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/
兵庫県 南あわじ市　ケーブルネットワーク淡路 0799-43-2345 http://www.sansan-net.jp/
兵庫県 (株)明石ケーブルテレビ 0120-135-084 http://www.actv135.ne.jp/
兵庫県 ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株) 0120-34-1442 http://www.banban.jp/
兵庫県 姫路ケーブルテレビ(株) 0120-129-130 http://www.winknet.ne.jp/
奈良県 近鉄ケーブルネットワーク(株) 0120-333-990 http://www.kcn.jp/
奈良県 こまどりケーブル(株) 0120-667-740 http://www.komadori.ne.jp/

和歌山県 (株)サイバーリンクス 0739-24-9500 http://www.aikis.or.jp/
鳥取県 (株)中海テレビ放送 0120-727-868 http://gozura101.chukai.ne.jp/
鳥取県 鳥取中央有線放送(株) 0858-53-6200 http://www.torichu.ne.jp/
鳥取県 (株)鳥取テレトピア 0857-22-6111 http://www.inabapyonpyon.net/
鳥取県 日本海ケーブルネットワーク(株) 0800-123-2255 http://www.ncn-catv.ne.jp/
島根県 海士町 08514-2-0111 http://www.town.ama.shimane.jp/
島根県 雲南市・飯南町事務組合 0854-42-5800 http://unnan-yume.net
島根県 邑南町 0855-83-1125 http://www.town.ohnan.lg.jp/catv/
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島根県 奥出雲町 0854-54-2525 http://www.okuizumo.ne.jp/
島根県 鹿足郡事務組合 0856-74-2099 http://www.sun-net.jp/
島根県 島根県浜田市 0855-32-4444 http://www.herecall.jp/
島根県 西ノ島町 08514-6-0105 http://www.town.nishinoshima.shimane.jp
島根県 出雲ケーブルビジョン(株) 0853-21-9811 https://www.icv-izumo.ne.jp/
島根県 石見銀山テレビ放送(株) 0854-82-7755 http://www.ginzan-tv.jp
島根県 石見ケーブルビジョン(株) 0120-176-103 http://www.iwamicatv.jp/
島根県 山陰ケーブルビジョン(株) 0852-23-2522 http://www.mable.jp/
島根県 ひらたＣＡＴＶ(株) 0853-63-5539 http://www.wagatoko.tv/
岡山県 井原放送(株) 0120-939-887 http://www.ibara.ne.jp/
岡山県 岡山ネットワーク(株) 0120-023-414 http://www.oninet.ne.jp/
岡山県 笠岡放送(株) 0865-63-6181 http://www.kcv.ne.jp/
岡山県 (株)吉備ケーブルテレビ 0120-370-155 http://www.kibi.ne.jp
岡山県 (株)倉敷ケーブルテレビ 0120-021-337 http://www.kct.co.jp/
岡山県 玉島テレビ放送(株) 0120-37-7075 http://www.tamashima.tv/
岡山県 (株)テレビ津山 0868-24-4000 http://www.tvt.ne.jp/
岡山県 矢掛放送(株) 0866-84-8490 http://www.yct.ne.jp/
広島県 北広島町 0826-72-7447 http://www.town.kitahiroshima.lg.jp/
広島県 (株)ケーブル・ジョイ 0847-45-0557 http://www.ccjnet.ne.jp/
広島県 (株)たけはらケーブルネットワーク 0120-939-850 http://tanet.co.jp/
広島県 (株)ちゅピＣＯＭおのみち 0120-59-0050 http://www.octv.co.jp/
広島県 (株)ちゅピＣＯＭひろしま 0120-085-340 http://www.chupicom.jp
広島県 (株)ちゅピＣＯＭふれあい 0120-276-201 http://www.chupicom.jp/
広島県 (株)東広島ケーブルメディア 0120-181-335 http://www.kamon.ne.jp/
広島県 三原テレビ放送(株) 0848-63-8600 http://www.mcat.co.jp/
広島県 (株)三次ケーブルビジョン 0120-307-344 http://www.pionet.jp
山口県 長門市 0837-23-1541 http://www.hot-cha.tv
山口県 (株)アイ・キャン 0120-189-234 http://www.icn-tv.ne.jp/
山口県 Ｋビジョン(株) 0120-444-228 http://www.kvision.ne.jp/
山口県 (株)ケーブルネット下関 0120-999-000 http://www.jcom.co.jp/
山口県 (株)シティーケーブル周南 0120-21-2647 http://www.ccsnet.ne.jp/
山口県 (株)周防ケーブルネット 0120-871-340 http://www.snettv.co.jp/
山口県 萩ケーブルネットワーク(株) 0838-25-7400 http://www.haginet.ne.jp/
山口県 山口ケーブルビジョン(株) 0120-37-4936 http://www.c-able.ne.jp/
京都府 エフビットコミュニケーションズ(株) 0120-136-610 http://www.fbit.co.jp
徳島県 阿波市ケーブルネットワーク 0120-695-166 http://www.awacity-acn.jp/cgi-bin/index.cgi
徳島県 国府町農事放送農業協同組合 088-642-6050 http://www.kbctv.ne.jp/
徳島県 那賀町ケーブルテレビ 0884-64-1123 http://www.whk.ne.jp
徳島県 三好市 0883-72-7641 http://ikedacable.co.jp/
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徳島県 (株)池田ケーブルネットワーク 0883-72-3399 http://ikedacable.co.jp/
徳島県 石井町有線放送農業協同組合 088-674-7667 http://www.ihk.or.jp/
徳島県 エーアイテレビ(株) 0120-40-8223 http://www.aitv.co.jp/
徳島県 上板町有線テレビ(株) 088-694-7633 http://www.kamiita-catv.com
徳島県 (株)ケーブルテレビあなん 0120-088-377 http://tv-anan.jp/
徳島県 ケーブルテレビ徳島(株) 088-655-4000 http://www.tcn.jp
徳島県 (株)ケーブルネットおえ 0883-26-9012 http://www.cnet-oe.com
徳島県 テレビ阿波(株) 0883-55-0055 http://www.awacco.net
徳島県 (株)テレビ鳴門 088-685-7101 http://www.tv-naruto.ne.jp/
徳島県 徳島県南メディアネットワーク(株) 0120-816-478 http://www.kennan.tv
徳島県 日本中央テレビ(株) 0883-22-1501 http://www.jctv.ne.jp/
徳島県 (株)東阿波ケーブルテレビ 0885-32-3336 http://www.e-awa.tv/
徳島県 (株)ひのき 088-698-0811 http://www.cue.tv/
香川県 さぬき市 0879-43-2514 http://www.sanuki.ne.jp/
香川県 香川テレビ放送網(株) 0877-46-5000 http://www.kbn.ne.jp/
香川県 (株)ケーブルメディア四国 0120-08-1001 http://www.cavy.co.jp/
香川県 中讃ケーブルビジョン(株) 0120-088-788 http://www.cvc.co.jp/
香川県 三豊ケーブルテレビ放送(株) 0875-24-1844 http://www.mcbnet.ne.jp/
愛媛県 上島町ＣＡＴＶ 0897-77-3951 http://www.town.kamijima.ehime.jp
愛媛県 四国中央市 0896-28-6204
愛媛県 今治シーエーティーブィ(株) 0898-22-0001 http://www.icknet.ne.jp/
愛媛県 宇和島ケーブルテレビ(株) 0895-24-3939 http://www.ucat.co.jp/
愛媛県 (株)愛媛ＣＡＴＶ 0120-93-1616 http://www.e-catv.ne.jp/
愛媛県 (株)ケーブルネットワーク西瀬戸 0893-25-0212 http://www.cnw.ne.jp/
愛媛県 (株)四国中央テレビ 0896-24-0130 http://www.s-tv.jp
愛媛県 西予ＣＡＴＶ(株) 0894-62-7811 http://www.seiyo-catv.co.jp/
愛媛県 (一財)八西ＣＡＴＶ 0894-38-2211 http://www.hassei.or.jp
愛媛県 (株)ハートネットワーク 0120-642-246 http://www.heartnetwork.jp/
高知県 黒潮町 0800-200-1373 http://www.iwk.ne.jp
高知県 四万十町役場 0880-22-1117 http://www.shimanto.tv/
高知県 高知ケーブルテレビ(株) 0120-801-520 http://www.kcb.co.jp/
高知県 香南施設農業協同組合 0887-56-0102 http://www.kctv.or.jp/
高知県 西南地域ネットワーク(株) 0880-62-0888 http://www.swantv.co.jp/
高知県 土佐有線テレビ施設組合 0887-70-1315
高知県 よさこいケーブルネット(株) 0889-43-0050 http://www.scatv.ne.jp/
福岡県 東峰村 0946-72-2311 http://toho-info.com/
福岡県 (株)ＱＴｎｅｔ 0120-86-3727 http://www.qtnet.co.jp/index.html
福岡県 (株)ケーブルネットワーク桂川 0948-65-0217
福岡県 (株)ＣＲＣＣメディア 0120-376-412 http://www.kumin.ne.jp/
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福岡県 (株)ジェイコム九州 0120-999-000 http://www.jcom.co.jp/
福岡県 (公財)福岡ケーブルビジョン 0120-724-771 http://www.fcv.ne.jp/
福岡県 (株)メック 0942-41-2134 http://www.cv-net.jp/
佐賀県 佐賀市 0952-24-3151 https://www.city.saga.lg.jp/main/1630.html
佐賀県 有田ケーブル・ネットワーク(株) 0955-43-2500 http://www.aritanet.co.jp/
佐賀県 伊万里ケーブルテレビジョン(株) 012-046-1780 http://www.i-catv.co.jp/
佐賀県 (株)唐津ケーブルテレビジョン 0120-34-9686 http://www.people-i.ne.jp/
佐賀県 (株)ケーブルワン 0120-80-7511 http://www.cableone.co.jp/
佐賀県 西海テレビ(株) 0955-28-2466 http://www.chun2.ne.jp/
佐賀県 佐賀シティビジョン(株) 0120-55-3734 http://www.bunbun.co.jp/
佐賀県 (株)多久ケーブルメディア 0952-75-8585 http://www.taku.ne.jp/
佐賀県 (株)テレビ九州 0954-20-2580 http://www.ktknet.ne.jp/
佐賀県 (株)ネット鹿島 0954-63-1862 http://www.asunet.ne.jp/
佐賀県 (株)ネットフォー 0955-82-5970 http://www.netfour.ne.jp
佐賀県 藤津ケーブルビジョン(株) 0954-66-2657 http://www.hagakure.ne.jp/
長崎県 壱岐市ケーブルテレビ 0800-600-0039 http://www.iki-vision.com
長崎県 諫早ケーブルテレビ(株) 0957-22-1193 http://www.icv-net.co.jp/
長崎県 おおむらケーブルテレビ(株) 0957-54-3811 http://www.octp-net.ne.jp/
長崎県 九州テレ・コミュニケーションズ(株) 0956-25-6388 http://www.tvs12.jp/
長崎県 (株)ケーブルテレビジョン島原 0957-63-3456 http://www.shimabara.jp
長崎県 (株)コミュニティメディア 0920-54-8170 http://www.communitymedia.jp/
長崎県 (株)五島テレビ 0959-86-1910 http://goto-tv.com/
長崎県 (株)西彼ケーブルネットワーク 095-892-7690
長崎県 東彼ケーブルテレビ(株) 0956-83-3141
長崎県 (株)長崎ケーブルメディア 095-828-0120 http://www.cncm.ne.jp/
長崎県 (株)ひまわりてれび 0957-37-6177 http://www.himawarinet.ne.jp
長崎県 福江ケーブルテレビ(株) 0959-74-5775 http://www.fctv-net.jp/
長崎県 松浦ケーブル(株) 0956-73-4002 http://www.chun2.ne.jp/~muc/
熊本県 五木村 0966-37-2211 http://www.vill.itsuki.lg.jp/
熊本県 小国町 0967-46-2113 http://www.aso-oguni.com/
熊本県 山江村役場 0966-23-3111 http://www.vill.yamae.lg.jp/
熊本県 天草ケーブルネットワーク(株) 0120-77-1311 http://www.acn-tv.ne.jp/
熊本県 テレビやつしろ(株) 0120-15-8246 http://www.hikoichi-tv.com
熊本県 光ネットワーク(株) 0967-62-3355 http://www.tkbb.jp/
大分県 杵築市 0978-64-0133 http://www.kdt.ne.jp/
大分県 佐伯市 0972-22-3645 http://www.city.saiki.oita.jp/catv/
大分県 竹田市 0974-63-1111 http://www.city.taketa.oita.jp/
大分県 日田市 0973-23-3111 http://www.city.hita.oita.jp/
大分県 豊後大野市 0974-22-1001 http://www.bungo-ohno.jp/
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大分県 豊後高田市 0978-22-3100 http://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_03272.html

大分県 臼杵ケーブルネット(株) 0972-64-7000 http://www.unet.co.jp
大分県 大分ケーブルテレコム(株) 097-542-1121 http://wwwjcom.oct-net.ne.jp/
大分県 大分ケーブルネットワーク(株) 097-558-3408 http://www.ocn-catv.ne.jp/
大分県 (一社)玖珠テレビ 0973-72-1996
大分県 ＫＣＶコミュニケーションズ(株) 0973-27-5001 http://www.kcv.jp/
大分県 (株)ケーブルテレビ佐伯 0120-20-9811 http://www.saiki.tv/
大分県 ＣＴＢメディア(株) 0977-24-3553 http://www.ctb.ne.jp/
大分県 東大分システム(株) 097-575-2110 http://www.saganoseki.jp/
大分県 (株)北大ケーブル情報センター 0979-24-1188
宮崎県 美郷町ケーブルテレビジョン 0982-62-6201 http://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/
宮崎県 (株)ケーブルメディアワイワイ 0800-123-8181 http://www.wainet.co.jp/
宮崎県 ＢＴＶ(株) 0120-29-2377 http://www.btvm.ne.jp/
宮崎県 宮崎ケーブルテレビ(株) 0985-32-8585 http://www.miyazaki-catv.ne.jp/

鹿児島県 奄美テレビ放送(株) 0997-53-2368 http://www.amami-tv.co.jp/
鹿児島県 皇徳寺ケーブルテレビ(株) 0120-166-275 http://koutokuji.nils.ne.jp/
鹿児島県 西之表テレビ共同聴視施設組合 0997-22-0195
鹿児島県 南九州ケーブルテレビネット(株) 0995-43-6666 http://www.mct.jp/
沖縄県 石垣ケーブルテレビ(株) 0980-83-0033 http://www.ictweb.ne.jp/
沖縄県 沖縄ケーブルネットワーク(株) 0120-98-4141 http://www.nirai.ne.jp
沖縄県 宮古テレビ(株) 0980-72-3859 http://www.miyako-net.ne.jp/
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