２０１２年１月２６日

Press Release

ＡＳＡＨＩネット au ひかり サービスエリアの拡大について
株式会社朝日ネット (本社：東京都中央区) は、2012 年 2 月 14 日より「ASAHI ネット au ひかり ホームコース
（戸建て住宅向け）」のご利用提供エリアを拡大いたしますのでご案内申し上げます。
今回のエリア拡大により、ＡＳＡＨＩネット au ひかりホームコースが全国 36 都道府県にてご利用いただけます。
記

１． 対象地域
申し込み受付を開始する地域は、以下の通りです。
・ 東北

青森県、岩手県、秋田県、山形県

・ 関東甲信越

長野県

・ 北陸

富山県、福井県

・ 中国

山口県、島根県、鳥取県

・ 四国

徳島県

※既にサービス提供中のエリア（都道府県）におきましても、市区町村レベルにてエリア拡大を行います。
詳しくは、（別紙）追加提供エリア一覧をご参照ください。

２． 受付開始日
２０１２年２月１４日（火）
※一部のエリアについては、3 月以降受付開始となります。詳細は（別紙）追加提供エリア一覧をご確認ください。

３． お申し込み方法
受付開始日以降、ASAHI ネットホームページまたはお電話（お申し込みダイヤル）にてお申し込みください。
・ホームページ

： http://asahi-net.jp/service/ftth/hikarione/

・お申し込みダイヤル ： 0120-030-275 （10:00～19:00、 土日祝 10:00～17:00）

ASAHI ネットは、今後もより安定かつ充実したインターネット接続サービスをご提供し、お客さまに選ばれるプロバイダ
を目指して努力してまいります。
― 本件に関するお問合せ先 ―
株式会社朝日ネット マーケティング部
TEL：03-3569-2227 E-mail：mkt-g@ml.asahi-net.or.jp

●追加提供エリア一覧
エリア

北海道

東北

市町村名

都道県名

2月14日受付開始予定

北海道

函館市、北斗市、石狩郡 当別町、二海郡 八雲町、空知郡 南幌町、
茅部郡 森町、余市郡 余市町

青森県

青森市、八戸市、つがる市、むつ市、弘前市、黒石市、五所川原市、
三戸郡（階上町、五戸町）、上北郡（おいらせ町、野辺地町、東北町、
六戸町）、下北郡 東通村、東津軽郡 平内町、南津軽郡（田舎館村、藤崎町）

平川市

岩手県

盛岡市、一関市、奥州市、花巻市、二戸市、北上市、八幡平市、
岩手郡（岩手町、雫石町、滝沢村）、紫波郡（紫波町、矢巾町）、
西磐井郡 平泉町、胆沢郡 金ケ崎町、二戸郡 一戸町

宮城県

角田市、黒川郡（大和町、大郷町、大衝村)、柴田郡 村田町

秋田県

秋田市、大館市、鹿角市、潟上市、男鹿市、能代市、北秋田市、由利本荘市、
南秋田郡(五城目町、八郎潟町)

山形県

山形市、酒田市、上山市、村山市、天童市、西村山郡 河北町、
東村山郡 山辺町

長井市、東根市、南陽市、米沢市、新庄市

福島県

いわき市、伊達市、須賀川市、田村市、白河市、本宮市、伊達郡 川俣町、
岩瀬郡 鏡石町、西白河郡(矢吹町、西郷村、泉崎村)、石川郡 石川町、
田村郡 三春町

会津若松市、喜多方市、田村郡 小野町、伊達郡(桑折町、国見町)、
耶麻郡 北塩原村

茨城県

かすみがうら市、つくばみらい市、つくば市、笠間市、牛久市、結城市、
坂東市、桜川市、鹿嶋市、取手市、守谷市、常総市、常陸太田市、
常陸大宮市、神栖市、筑西市、潮来市、土浦市、北茨城市、龍ケ崎市、
下妻市、古河市、稲敷郡 阿見町、東茨城郡(茨城町、城里町、大洗町)、
北相馬郡 利根町、猿島郡 境町

栃木県

下野市、那須烏山市、下都賀郡 岩舟町、
下都賀郡 野木町、河内郡 上三川町、芳賀郡 茂木町

鹿沼市、大田原市、那須塩原市、矢板市、さくら市、足利市、
塩谷郡 高根沢町、下都賀郡 壬生町、芳賀郡(益子町、市貝町)

群馬県

前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、桐生市、みどり市、安中市、
渋川市、沼田市、佐波郡 玉村町、北群馬郡(吉岡町、榛東村)、
邑楽郡 大泉町、利根郡(昭和村、川場村)

館林市、邑楽郡(千代田町、邑楽町)

埼玉県

羽生市、熊谷市、行田市、鴻巣市、坂戸市、深谷市、秩父市、鶴ヶ島市、
東松山市、日高市、北本市、本庄市、児玉郡(上里町、美里町)、
入間郡 毛呂山町、北葛飾郡 松伏町

加須市、久喜市、飯能市、幸手市、蓮田市、大里郡 寄居町、秩父郡 皆野町、
南埼玉郡(宮代町、白岡町)、比企郡(鳩山町、滑川町、川島町、嵐山町)
北葛飾郡 杉戸町、北足立郡 伊奈町、児玉郡 神川町、

千葉県

柏市、我孫子市、印西市、佐倉市、市原市、成田市、八街市、富里市、
茂原市、木更津市、君津市、印旛郡 栄町、長生郡(一宮町、長生村)

野田市、香取市、袖ケ浦市、東金市、山武市、富津市、山武郡 九十九里町、
勝浦市、銚子市、匝瑳市、いすみ市、館山市、山武郡 大網白里町、

東京都

あきる野市、青梅市

関東甲信越

平塚市、小田原市、秦野市、南足柄市、愛甲郡 愛川町、高座郡 寒川町、
神奈川県 足柄下郡 湯河原町、足柄上郡(開成町、山北町、大井町)、
中郡(大磯町、二宮町)

北陸

中国

四国

3月以降受付開始予定
伊達市、岩見沢市、釧路市、根室市、士別市、室蘭市、深川市、帯広市、
稚内市、登別市、北見市、富良野市、名寄市、網走市、紋別市、留萌市、
虻田郡 倶知安町、河西郡 芽室町、河東郡 音更町、釧路郡 釧路町、
斜里郡 斜里町、上川郡(東神楽町、東川町)、中川郡 幕別町、
日高郡 新ひだか町、標津郡 中標津町、網走郡 美幌町、紋別郡 遠軽町

栗原市

足柄上郡 中井町

新潟県

上越市、長岡市、柏崎市、燕市、見附市、小千谷市、糸魚川市

村上市、五泉市、阿賀野市、加茂市、三条市、西蒲原郡 弥彦村

山梨県

甲府市、大月市、都留市、南アルプス市、甲州市、甲斐市、山梨市、
富士吉田市、中巨摩郡 昭和町、南巨摩郡 富士川町

西八代郡 市川三郷町、中央市

長野県

長野市、松本市、諏訪市、安曇野市、伊那市、塩尻市、岡谷市、茅野市、
駒ヶ根市、佐久市、小諸市、上田市、須坂市、大町市、中野市、東御市、
飯田市、下伊那郡 高森町、上伊那郡(辰野町、南箕輪村、箕輪町)、
上高井郡(高山村、小布施町)、上水内郡 飯綱町、埴科郡 坂城町、
諏訪郡(下諏訪町、富士見町)、北安曇郡(松川村、池田町)、北佐久郡 軽井沢町

千曲市

富山県

富山市、高岡市、滑川市、射水市、小矢部市、砺波市、氷見市

魚津市、中新川郡 上市町

石川県

小松市、能美市、河北郡 津幡町

かほく市、加賀市

福井県

福井市、坂井市、越前市、鯖江市、敦賀市

勝山市、大野市

鳥取県

米子市

鳥取市

島根県

松江市

出雲市

岡山県

倉敷市、総社市

玉野市、津山市

広島県

大竹市、竹原市、福山市

東広島市、府中市、三原市、尾道市

山口県

山口市、岩国市、防府市、柳井市、玖珂郡 和木町

下松市、光市、周南市、宇部市、下関市、山陽小野田市

徳島県

徳島市、鳴門市、阿南市、吉野川市、
板野郡(松茂町、北島町、藍住町)、名西郡 石井町

小松島市

香川県

観音寺市、綾歌郡 宇多津町

愛媛県

今治市、新居浜市、西条市、伊予郡 砥部町

高知県

土佐市、南国市

四国中央市、伊予市、伊予郡 松前町

福岡県

大牟田市、筑後市、直方市、田川市、柳川市、古賀市、小郡市、うきは市、
遠賀郡(芦屋町、岡垣町、水巻町)、糟屋郡(篠栗町、須惠町)、
八女郡 広川町

豊前市、糟屋郡(宇美町、新宮町)、八女市、中間市、遠賀郡 遠賀町、築上郡 吉富町

佐賀県

鹿島市、小城市、神埼市、武雄市、三養基郡 上峰町、神埼郡 吉野ヶ里町

伊万里市、唐津市

長崎県

佐世保市、大村市、諫早市、西彼杵郡 時津町

熊本県

人吉市、宇土市、宇城市、菊池郡(菊陽町、大津町)、球磨郡 山江村、
上益城郡(益城町、甲佐町)、八代郡 氷川町

菊池市、玉名市、荒尾市、合志市、山鹿市

大分県

杵築市

宇佐市、中津市、速見郡 日出町、臼杵市、佐伯市、
津久見市、日田市

宮崎県

日南市、日向市、児湯郡 高鍋町、東臼杵郡 門川町

西都市、北諸県郡 三股町

九州

鹿児島県 鹿屋市、指宿市、枕崎市、いちき串木野市、姶良市、南さつま市、日置市

阿久根市、出水市

※一戸建てにお住まいのお客さまにご提供いたします（都営、県営、公社、UR都市機構を除く）。エリアまたはお住まいの環境によりご利用いただけない場合があります。

