
平成 25 年 8 月 9 日 

 

株式会社オプティキャスト 

ＮＴＴ東日本茨城支店 

 

茨城エリアにおける「フレッツ・テレビ」及び「スカパー！プレミアムサービス光」等の 

提供エリア拡大（予定）と事前受付の開始について 

 

 

スカパーJSAT 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：高田 真治）の子会社である株式会

社オプティキャスト（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川 俊之、以下オプティキャスト）と NTT 東日本は、現

在連携して首都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）および北海道、福島の各一部地域に提供中である「フレッツ・テレ

ビ」※1 について、平成 25 年 9 月 17 日（火）を目途に茨城エリアの一部地域へ提供エリアを拡大する予定です。  

  

なお、オプティキャストが提供する「フレッツ・テレビ」のオプションサービスである「スカパー！プレミアムサービス

光」※2 の提供エリアも同様に拡大する予定です。 

 

「フレッツ・テレビ」はアンテナなしで地上デジタル放送、BS デジタル放送をご視聴いただけるサービスです。 

「スカパー！プレミアムサービス光」は CS デジタル放送での海外ドラマやスポーツ中継などがご視聴いただける

サービスです。 

今回のサービス提供エリア拡大によって、より多くのお客さまに「フレッツ・テレビ」および「スカパー！プレミアム

サービス光」による快適・便利な生活をご提供できるものと考えております。自宅を新築・リフォームされるお客さま

からも大変ご好評をいただいております。 

 

拡大となるエリアにお住まいのお客さまからの「フレッツ・テレビ」及び「スカパー！プレミアムサービス光」のお申

し込みは、平成 25 年 8 月 21 日（水）より、別紙のエリアにおいて受付を開始する予定です。 

 

 

※1 「フレッツ・テレビ」とは、NTT 東日本が提供する電気通信サービス「フレッツ光」、「フレッツ・テレビ伝送サービス」の契約と、オプティキャスト 

   が提供する放送サービス「オプティキャスト施設利用サービス」の契約により、地上／BS デジタル放送が受信できるようになるサービスです。 

集合住宅のオーナー様又は管理会社様、管理組合様を対象に建物単位で地上／BS デジタル放送の受信ができるようになるプラン 

（フレッツ・テレビ建物一括契約プラン）もございます。なお、サービスのご利用には対応したテレビまたはチューナーが必要です。 

詳細は、以下のホームページでご覧ください。 

        「フレッツ・テレビ」：フレッツ公式ホームページ（http://flets.com/ftv/index.html）  

   

 

 

 

http://flets.com/ftv/index.html


  ※2 「スカパー！プレミアムサービス光」とは、「フレッツ・テレビ」を利用してスカパー！のハイビジョン放送等を視聴できるサービス＊です。 

「スカパー！光パック HD」では、プロ野球をはじめとするスポーツ、海外ドラマ、韓流、映画、アニメ、ドキュメンタリーなど、多彩なチャンネルが 

視聴できます。この他、Ｊリーグや海外サッカーをハイビジョンで楽しめるセットや、チャンネル単位でご契約可能な「アラカルトチャンネル」も多数 

ございます。詳細は、以下のホームページでご覧ください。  

「スカパー！プレミアムサービス光」：スカパー！ホームページ（http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/） 

 

      ＊テレビ１５１チャンネル（内、ハイビジョン１１７チャンネル）＋ラジオ１００チャンネルが視聴できます。＜平成 25 年 8 月 1 日現在＞ 

スカパー！プレミアムサービス光の専門チャンネルをご覧になるには、テレビ 1 台ごとにスカパー！プレミアムサービス光対応チューナーが 

必要です。 

 

 

1．平成 25 年 9 月におけるサービス提供エリアの拡大および事前受付開始日等について 

 

「フレッツ・テレビ」及び「スカパー！プレミアムサービス光」の事前受付、およびサービス提供開始予定エリアは

以下のとおりです。  

 

サービス提供予定エリア 事前受付開始日 サービス提供開始予定日 

つくばみらい市、 

北相馬郡利根町、筑西市、 

土浦市、守谷市、結城市、 

龍ヶ崎市 

の全域、および 

稲敷郡阿見町、 

稲敷郡河内町、 

稲敷郡美浦村、稲敷市、牛久

市、かすみがうら市、常総市、

石岡市、つくば市、 

取手市 

の各一部地域 

平成 25 年 8 月 21 日（水） 

午前 9：00 
平成 25 年 9 月１7 日（火） 

※上記提供エリア内でも、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。 

※上記サービス提供拡大エリアの詳細については、【別紙】をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/


 

 

2．お客さまからのお申込み、お問い合わせ 

 

（１） インターネットからのお申込み、お問い合わせ   

 

■スカパー！プレミアムサービス光ホームページ：http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/ 

■フレッツ公式ホームページ：http://flets.com/   

 

（２） 電話でのお申込み、お問い合わせ    

 

■オプティキャスト【スカパー！プレミアムサービス光】 

スカパー！カスタマーセンター    

電話番号：03-4334-7821 または 0570-087-235      

受付時間：10：00～20：00 （年中無休）      

 

■NTT 東日本【フレッツ・テレビ、フレッツ・テレビ 建物一括契約プラン】      

電話番号：0120-116116 （携帯電話・PHS からもご利用いただけます。）     

受付時間：9：00～17：00 （土・日・祝日も受け付けております。年末年始 12/29～1/3 を除きます。） 

 

http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/
http://flets.com/


【別紙】サービス提供拡大予定、および申込受付開始エリアについて 

 

次の行政区内において「フレッツ・テレビ」、および「スカパー！プレミアムサービス光」のお申し込み受付、 

サービス提供を開始する予定です。 

 

事前受付 

開始予定日 

サービス提供 

開始予定日 

サービス提供予定エリア 

平成 25 年 

8 月 21 日（水） 

午前 9：00 

平成 25 年 

9 月 17 日（火） 

 

茨城県つくばみらい市 
伊丹、伊奈東、押砂、下小目、下長沼、下島、下平柳、加藤、鬼長、宮

戸、絹の台１～７丁目、古川、戸崎、戸茂、高岡、細代、細代、坂野新

田、山王新田、山谷、市野深、寺畑、十和、小絹、小張、小島新田、上

小目、上長沼、上島、上平柳、城中、新戸、真木、神住新田、神生、仁

左衛門新田、杉下、成瀬、西ノ台、西ノ台南、西丸山、西楢戸、青古新

田、青木、川崎、善助新田、足高、台、大和田、谷井田、谷口、狸穴、

狸渕、中原、中島、中平柳、長渡呂、長渡呂新田、田村、東栗山、東楢

戸、筒戸、南、南太田、日川、板橋、武兵衛新田、福岡、福原、福田、

平沼、奉社、豊体、北山、北袋、箕輪、野堀、弥柳、樛木、紫峰ヶ丘１

～5 丁目、富士見ヶ丘１～４丁目、陽光台１～４丁目の各全域 
 
茨城県北相馬郡利根町 
もえぎ野台１～５丁目、四季の丘１～２丁目、大字羽根野、大字羽中、

大字奥山、大字押戸、大字押付新田、大字横須賀、大字下井、大字下曽

根、大字加納新田、大字上曽根、大字惣新田、大字早尾、大字大平、大

字大房、大字中谷、大字中田切、大字東奥山新田、大字八幡台、大字布

川、大字福木、大字立崎、大字立木の各全域 
 
茨城県筑西市 
みどり町１～２丁目、旭ケ丘、伊佐山、伊讃美、一本松、稲野辺、羽方、

榎生１丁目、奥田、横島、岡芹、乙、下岡崎、下岡崎１～３丁目、下江

連、下高田、下川島、下中山、下平塚、下野殿、嘉家佐和、灰塚、外塚、

玉戸、金丸、栗島、五所宮、口戸、幸町１～３丁目、甲、高島、国府田、

笹塚、山崎、子思儀、市野辺、蒔田、柴山、女方、小川、小塙、小林、

上川中子、上中山、上平塚、森添島、深見、神分、菅谷、成田、西榎生、

西山田、西石田、西大島、西谷貝、西方、石原田、石塔、折本、川澄、

川連、泉、大関、大谷、大塚、谷中、谷部、筑瀬、中舘、直井、塚原、

島、東榎生、徳持、二木成、八田、飯田、飯島、樋口、布川、丙、茂田、

野、野殿、野田、落合、林、蕨、掉ケ島の各全域 
 
 
 



茨城県土浦市 
おおつ野１～８丁目、粟野町、右籾、烏山、烏山１～５丁目、永井、永

国、永国台、永国東町、沖宿町、沖新田、乙戸、乙戸南１～３丁目、卸

町１～２丁目、下高津、下高津１～４丁目、下坂田、下坂田桃園、霞ケ

岡町、笠師町、湖北１～２丁目、港町１～３丁目、荒川沖、荒川沖西１

～２丁目、荒川沖東１～３丁目、荒川本郷、高岡、国分町、今泉、今泉、

佐野子、桜ケ丘町、桜町１～４丁目、紫ケ丘、宍塚、若松町、手野町、

小岩田、小岩田西１～２丁目、小岩田東１～２丁目、小高、小山崎、小

山田１～２丁目、小松、小松１～３丁目、小松ケ丘町、小野、上高津、

上高津新町、上坂田、上坂田桃園、城北町、常名、真鍋、真鍋１～６丁

目、真鍋新町、神立中央１～５丁目、神立町、神立東１～２丁目、菅谷

町、生田町、西根西１丁目、西根南１～３丁目、西真鍋町、西並木町、

千束町、千鳥ケ丘町、川口１～２丁目、大岩田、大志戸、大手町、大町、

大畑、大畑桃園、大和町、滝田１～２丁目、沢辺、中、中央１～２丁目、

中貫、中荒川沖町、中高津、中高津１～３丁目、中神立町、中村西根、

中村東１～３丁目、中村南１～６丁目、中都町１～４丁目、虫掛、天川

１～２丁目、殿里、田宮、田村町、田中１～３丁目、田中町、田土部、

都和１～４丁目、東崎町、東若松町、東城寺、東真鍋町、東中貫町、東

都和、東並木町、藤沢、藤沢新田、白鳥町、粕毛、板谷１～７丁目、飯

田、富士崎１～２丁目、文京町、並木１～５丁目、北荒川沖町、北神立

町、本郷、摩利山新田、木田余、木田余西台、木田余東台１～５丁目、

矢作、有明町、立田町、蓮河原新町、蓮河原町の各全域 
 
茨城県守谷市 
けやき台１～６丁目、ひがし野１～３丁目、みずき野１～８丁目、乙子、

久保ケ丘１～４丁目、御所ケ丘１～５丁目、高野、小山、松ケ丘１～７

丁目、松前台１～７丁目、松並、赤法花、大山新田、大柏、大木、中央

１～４丁目、同地、板戸井、美園１～５丁目、百合ケ丘１～３丁目、本

町、野木崎、薬師台１～７丁目、立沢、緑１～２丁目、鈴塚の各全域 
 
茨城県結城市 
みどり町１～２丁目、国府町１丁目、若宮、城南町１丁目、新堤仲通り、

新福寺１～６丁目、川木谷１～２丁目、大橋町、大字久保田、大字結城、

結城作、大字古宿新田、大字五助、大字江川新宿、大字江川大町、大字

今宿、大字山王、大字山川新宿、鹿窪、大字七五三場、大字小森、大字

小田林、大字上山川、大字上山川大久保、大字上山川追立、大字上山川

河岸、大字上山川片蓋、大字上山川我里内、大字上山川瓦塚、大字上山

川古山、大字上山川皿窪、大字上山川芝崎、大字上山川先城谷、大字上

山川前法内、大字上山川台山、大字上山川中坪、大字上山川南宿、大字

上山川馬場、大字上山川東坪、大字上山川平間、上山川乙、大字上成、



大字新宿新田、大字水海道、大字善右ヱ門新田、大字大谷瀬、大字大木、

大字大木井筋向、大字大木上成境、大字大木北、大字大木鷺之谷、大字

大木西、大字大木東、大字中、大字田間、大字東茂呂、大字粕礼、大字

浜野辺、大字武井、大字芳賀崎、大字北南茂呂、大字矢畑、大字矢畑北

坪、大字矢畑芝良前、大字矢畑西坪、大字林、中央町１～４丁目の各全

域 
 
茨城県龍ケ崎市 
愛戸町、稲荷新田町、羽原町、羽黒町、大字羽根野、栄町、横町、下地

内、下町、貝原塚町、久保台１～４丁目、宮渕町、古城、光順田、向陽

台１～５丁目、高砂、高作町、高須町、根町、佐貫１～４丁目、佐貫町、

佐沼町、砂町、寺後、若柴町、若柴町、出し山町、小柴１～５丁目、小

通幸谷町、庄兵衛新田町、松ケ丘１～４丁目、松葉１～６丁目、上大徳

新町、上町、城ノ内１～５丁目、城下、新町、須藤堀町、水門、川原代

町、川原代町、川崎町、川余郷、泉町、大塚町、大徳町、大留町、谷道、

中根台１～５丁目、中谷原、中里１～３丁目、長沖新田町、長沖町、長

山１～８丁目、長峰町、直鮒、田町、塗戸町、東町、藤ヶ丘１～７丁目、

奈戸岡、馴柴町、馴馬町、南が丘１～６丁目、南中島町、入地町、柏ケ

作、白羽１～４丁目、薄倉町、八代町、半田町、板橋町、稗柄町、姫宮、

姫宮町、平台１～５丁目、平畑、米町、別所町、別所町、豊田町、北方

町、門倉新田町、野原町、立野、緑町、六斗蒔の各全域 
 
 
茨城県稲敷郡阿見町 
うずら野１～４丁目、岡崎１～３丁目、住吉１～２丁目、西郷３丁目、

大字阿見、大字廻戸、大字掛馬、大字君島、大字荒川沖、大字荒川本郷、

大字香澄の里、大字実穀、大字若栗、大字曙、大字小池、大字上条、大

字上長、大字星の里、大字青宿、大字石川、大字大形、大字大室、大字

竹来、大字追原、大字島津、大字塙、大字飯倉、大字鈴木、中央１～８

丁目、中郷２～３丁目、南平台１～３丁目、本郷１～３丁目の各全域 
大字吉原、大字福田の各一部地域 

 
茨城県稲敷郡河内町 
生板の一部地域 

 
茨城県稲敷郡美浦村 
みどり台、郷中、大字宮地、興津、大字受領、大字舟子、信太、大字大

須賀津、大谷、大字土屋、美駒、大字布佐、大字本橋、茂呂、大字木原、

余郷入の各全域 
大字花見塚、大字大塚、大字谷中、大字木、の各一部地域 



 
茨城県稲敷市 
江戸崎、江戸崎甲、佐倉、鳩崎の各一部地域 

 
茨城県牛久市 
さくら台１～４丁目、ひたち野西１～４丁目、ひたち野東、ひたち野東

１～５丁目、栄町１～６丁目、遠山町、岡見町、下根町、刈谷町１～５

丁目、牛久町、結束町、女化町、庄兵衛新田町、上太田町、上柏田１～

４丁目、城中町、新地町、神谷１～６丁目、中央１～５丁目、中根町、

猪子町、田宮２～３丁目、田宮町、東大和田町、東猯穴町、南１～７丁

目、柏田町の各全域 
久野町、小坂町、福田町の各一部地域 

 
茨城県かすみがうら市 
安食、一の瀬、稲吉１～５丁目、稲吉東１～６丁目、稲吉南１～３丁目、

横堀、下稲吉、下軽部、下佐谷、下大堤、下土田、加茂、岩坪、牛渡、

戸崎、五反田、坂、三ツ木、山本、志戸崎、宍倉、上稲吉、上軽部、上

佐谷、上大堤、上土田、新治、深谷、西成井、雪入、大峰、大和田、男

神、中佐谷、中台、中台、田伏、南根本、柏崎、飯田、有河の各全域 
下志筑、上志筑、中志筑の各一部地域 

 
茨城県常総市 
伊左衛門新田町、羽生町、横曽根新田町、岡田、花島町、舘方、曲田、

原宿、古間木、古間木沼新田、五郎兵衛新田町、向石下、国生、坂手町、

笹塚新田町、山口、篠山、若宮戸、収納谷、十花町、小山戸町、小保川、

新井木町、新石下、水海道栄町、水海道亀岡町、水海道橋本町、水海道

元町、水海道高野町、水海道山田町、水海道森下町、水海道諏訪町、水

海道川又町、水海道天満町、水海道淵頭町、水海道宝町、水海道本町、

杉山、菅生町、川崎町丙、相野谷町、蔵持、蔵持新田、大崎町、大生郷

新田町、大生郷町、大生郷町イ、大沢、大沢新田、大塚戸町、大房、大

輪町、中山町、中沼、長助町、東町、東町荒句、東町川西、東町関場、

東町堤付、東町堤向、東町平立、東町袋、東町藤柄、東野原、内守谷町、

きぬの里１～３丁目、兵町、平町、平内、豊岡町、豊岡町乙、豊岡町甲、

豊岡町丁、豊岡町丙、豊田、本石下、本豊田、箕輪町の各全域 
沖新田町、古間木新田、鴻野山、川崎町、中妻町、馬場の各一部地域 

 
茨城県石岡市 
芦穂中部、宇治会、浦須、嘉良寿理、柿岡、金指、鯨岡、根小屋、佐久、

小屋、小山田、小倉、上曽、上林、片野、野田、龍明の各全域 
下林、瓦谷、吉生、三村、片岡の各一部地域 



 
茨城県つくば市 
あしび野、旭、稲岡、稲荷原、稲荷前、羽成、栄、栄さくらの森、榎戸、

遠東、遠東学園の森、遠東研究学園、横町、横町さくらの森、岡村新田、

下横場、下河原崎、下河原崎かみかわ、下河原崎高山、下河原崎万博公

園西、下萱丸、下萱丸みどりの、下萱丸みどりの中央、下岩崎、下原、

下広岡、下平塚、下平塚研究学園、下別府、花園、花室、花島新田、花

島新田みどりの、花島新田みどりの中央、花島新田みどりの東、花畑１

～３丁目、梶内、葛城根崎、葛城根崎学園南、葛城根崎研究学園、苅間、

苅間学園南、苅間研究学園、観音台１～３丁目、館野、鬼ケ窪、吉沼、

吉瀬、境松、境田、玉取、金田、金田さくらの森、金田流星台、九万坪、

駒込、栗原、茎崎、原、古館、古館みどりの東、古来、吾妻１～４丁目、

御幸が丘、高見原１～５丁目、高崎、高須賀、高田、高野、高野台１～

３丁目、高良田、今鹿島、今泉、根崎、根崎、根崎みどりの東、佐、妻

木、細見、桜１～３丁目、桜が丘、山中、市之台、自由ヶ丘、鹿島台、

篠崎、柴崎、柴崎さくらの森、柴崎春風台、柴崎流星台、若栗、若森、

若葉、手子生、手代木、酒丸、春日１～４丁目、小茎、小山、小白硲、

小野崎、小野川、松の里、松栄、松代１～５丁目、松塚、松野木、沼崎、

上ノ室、上横場、上河原崎、上河原崎かみかわ、上河原崎高山、上萱丸、

上萱丸みどりの、上萱丸みどりの中央、上岩崎、上境、上境さくらの森、

上境春風台、上境流星台、上郷、上原、上広岡、上野、上野春風台、上

里、城山、新井、新牧田、森の里、真瀬、真瀬みどりの、水堀、菅間、

西岡、西郷、西栗山、西栗山みどりの、西栗山みどりの中央、西栗山み

どりの東、西栗山みどりの南、西原、西大井、西大橋、西大橋学園南、

西大沼、西沢、西平塚、西平塚学園の森、赤塚、千現１～２丁目、倉掛、

台町１～３丁目、大、大わし、大井、大角豆、大久保、大砂、大舟戸、

大曽根、大白硲、大穂、鷹野原、谷田部、谷田部陣場、谷田部諏訪、谷

田部みどりの中央、池の台、池向、竹園１～３丁目、筑穂１～３丁目、

中根、中根さくらの森、中山、中東原新田、中内、中別府、中野、中野

みどりの中央、長高野、長高野、長峰、天王台１～３丁目、天久保１～

４丁目、天宝喜、田倉、土田、島、島名、島名陣場、島名諏訪、島名万

博公園西、東１～２丁目、東岡、東岡岡村新田、東岡さくらの森、東岡

流星台、東丸山、東光台１～５丁目、東新井、東平塚、東平塚、東平塚

学園の森、東平塚研究学園、藤本、鍋沼新田、南原、南中妻、二の宮１

～４丁目、梅ケ丘、梅園１～２丁目、泊崎、八幡台、飯田、飯田みどり

の中央、飯田みどりの東、樋の沢、樋の沢、百家、富士見台、平、並木

１～４丁目、片田、片田みどりの南、宝陽台、豊里の杜１～２丁目、房

内、北郷、北中妻、北中島、牧園、明神、面野井、面野井、面野井学園

南、面野井香取台、面野井研究学園、面野井諏訪、面野井万博公園西、

木俣、野畑、柳橋、柳橋、要、要元猿壁、要元上口の堀、要元中根、要



元南口の堀、要元弥平太、立原、緑が丘、緑ヶ原１～４丁目、蓮沼、六

斗の各全域 
安食、水守、西高野、前野、和台の各一部地域 

 
茨城県取手市 
ゆめみ野、井野、井野１～３丁目、井野台１～５丁目、井野団地、稲、

押切、下萱場、下高井、貝塚、萱場、吉田、宮和田、駒場１～４丁目、

桑原、戸頭、戸頭１～９丁目、光風台１～３丁目、高須、桜が丘１～４

丁目、市之代、紫水１～３丁目、寺田、取手、取手１～３丁目、渋沼、

小泉、小浮気、小文間、上萱場、上高井、新取手１～５丁目、新川、新

町１～６丁目、神浦、清水、西１～２丁目、青柳、青柳１丁目、双葉１

～３丁目、台宿、台宿１～２丁目、大曲、大留、谷中、中央町、中原町、

中田、中内、長兵衛新田、東１～６丁目、藤代、藤代南１～３丁目、白

山１～８丁目、浜田、平野、米ノ井、米田、片町、本郷１～４丁目、本

郷５丁目、毛有、野々井、椚木の各全域 
山王、神住の各一部地域 

 
 

 

※本表に記載のエリア内でも、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。 

 


