無料通話提携先一覧

無料通話提携先一覧

２０１２年５月１１日現在

事業者名
ニフティ株式会社
ソネットエンタテインメント株式会社

@nifty
So-net

@niftyフォン-C
So-netフォン

ＮＥＣビッグローブ株式会社

BIGLOBE

BIGLOBEフォン(NC)

株式会社ハイホー

hi-ho

事業者サービス名

OCN
NTTコミュニケーションズ株式会社

VoIPサービス名

hi-hoでんわーC
OCNドットフォン
OCNドットフォン[F]
ドットフォンパーソナル
ドットフォンパーソナルV
OCNドットフォンオフィス

厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社
株式会社朝日ネット
三洋ITソリューションズ株式会社

TNC
@TCOM
@TCOM CATVインターネット
AYU-NET
ASAHIネット
SANNET

株式会社コアラ

コアラ

彩ネット株式会社
株式会社テクノロジーネットワークス
株式会社京都ケーブルコミュニケーションズ
株式会社ケイ・キャット
吹田ケーブルテレビジョン株式会社
高槻ケーブルネットワーク株式会社
東大阪ケーブルテレビ株式会社
北河内ケーブルネット株式会社
ケーブルウエスト株式会社 大阪セントラル社
株式会社ケーブルテレビ神戸
豊中・池田ケーブルネット株式会社
株式会社横浜テレビ局
狭山ケーブルテレビ株式会社
行田ケーブルテレビ株式会社
須高ケーブルテレビ株式会社
日本海ケーブルネットワーク株式会社
本庄ケーブルテレビ株式会社
株式会社エヌディエス
株式会社エヌディエス

SaiNet

ドリームネットフォン
.Phone IP Centrex（ドットフォン IP セントレックス）
.Phone Direct（ドットフォンダイレクト）
TT-PHONE(NTT Com)
TT-PHONE(NC)
TT-PHONE
TT-PHONE by AYU-NET
IP電話C
SANNETフォンｂｙNTTCom
コアラIP電話サービス
(NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞｺｰｽ)
SaiNetPhoneベーシック

ZAQ

ZAQケーブルフォン

横浜テレビ局＠NetHome
さやま＠NetHome
浮き城＠NetHome
すこう＠NetHome
NCN＠NetHome
マイネット＠NetHome

ケーブルトーク
さやまケーブルトーク
浮き城ケーブルトーク
すこうケーブルトーク
NCNケーブルトーク
本庄ケーブルトーク

.Phone IP Centrex
株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ

TikiTikiインターネット
花巻ケーブルテレビ
苫小牧ケーブルテレビ
大崎ケーブルテレビ
大館ケーブルテレビ
JANISネットワーク
FiberBit

JANISフォン
FiberPhone

ReSET.JP
ディービーネット
KブロードADSL
Webしずおか

YourNet PhoneⅡ
ディービー電話
KブロードADSLフォン
WebしずおかIP電話

@nsk

ネスクIPフォン

金沢ケーブルテレビネット株式会社

スペースLAN

KCT・IP電話

加賀ケーブルテレビ株式会社

ＫＣＴＶインターネット

ＫＣＴＶ・ＩＰ電話

COSMOS NET COMMUNICATIONS
テレメネット
AIRnetサービス

IP-ハイサイフォン
島人フォン
AIRnet IPフォン

ニューデジタルケーブル株式会社
株式会社長野県協同電算
エフビットコミュニケーションズ株式会社
フリービット株式会社
フリービット株式会社
デジタルバンク株式会社
近鉄ケーブルネットワーク株式会社
株式会社富士通ソフトウェアテクノロジーズ
株式会社ネスク
株式会社ネスク

株式会社 沖縄テレメッセージ
株式会社エアネット
株式会社エディオン
株式会社エディオン
株式会社ふれあいチャンネル
共立コンピューターサービス株式会社
近畿コンピュータサービス株式会社
ソピアフォンス株式会社
群馬インターネット株式会社
ディーシーエヌ株式会社
株式会社カイ クリエイツ
株式会社ケイ・オプティコム
株式会社ケイ・オプティコム
アミック株式会社
株式会社イングネット
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
株式会社富士通中国システムズ
有限会社 ウィル
有限会社 タハラ
有限会社シャイン・オン
株式会社ニューメディア徳島
株式会社グッドコミュニケーションズ

エディオンインターネットサービス

エンジョイIPフォン

愛・ネット
OKBNET
北関西ジャパンネット
ソピアフォンスインターネット
群馬インターネット
DCNインターネットサービス
Linkclub

愛・ネットフォン
OKBNET IP電話サービス
nkansai IP Phone
ソピアIPフォンｆｏｒNTTコミュニケーションズ
NTTコミュニケーションズ IP-Phone for 群馬ネット
DCN iP-Phone NTTComプラン
LC Phone

DS Networks
まほろば
ピュアネット

DS.Phone
まほろばフォン
ピュアネットフォン（IP電話）

ｱｰﾊﾞﾝｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、do!up
InfoSakyu
ハルインターネット
びんごネット
シャインネット
NMTnet
SYNAPSE

株式会社グローバルネットコア

N-plus

笠岡放送株式会社
株式会社ティエイエムインターネットサービス

ゆめネット
TAMインターネットサービス、Net3インターネット
インターネット新発田
インターネットいわふね、parabox
7-dj.com
ドルフィンインターネット
U・CAT・V

株式会社新潟通信サービス
株式会社富士通東北システムズ
株式会社ドルフィンインターナショナル
宇都宮ケーブルテレビ株式会社
株式会社NTT西日本－北陸
株式会社嶺南ケーブルネットワーク
美方ケーブルネットワーク株式会社
有限会社銀座堂
株式会社倉敷ケーブルテレビ

TikiTikiフォン

menet
mmnet
Ginzado-net
KCT-Net

050電話byNTTCom
NMT netでんわ
シナプスでんわ
NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
IP-Phone for N-plus
ゆめネットIPフォンC
たんとトーク Nプラン
新潟IPフォン NTTコミュニケーションズプラン
7-dj.com Phone
D@Phone
ユーキャットフォン
menetフォン
MMnetフォン
Ginzado-net VoIP電話
KCT-Phone

無料通話提携先一覧

無料通話提携先一覧

２０１２年５月１１日現在

事業者名
ヒロボーメディアサーブ株式会社

府中インターネット

姫路ケーブルテレビ株式会社
株式会社テレビ松本ケーブルビジョン
大分ケーブルテレコム株式会社
西日本システム建設株式会社
株式会社長崎ケーブルメディア
青森ケーブルテレビ株式会社
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット
株式会社 リウコム
株式会社NTT西日本-中国
株式会社NTT西日本-中国
株式会社吉備ケーブルテレビ
岡山ネットワーク株式会社
井原放送株式会社
株式会社アイ・キャン
萩ケーブルネットワーク株式会社
いずもトータルネット株式会社
株式会社松江情報センター
三原テレビ放送株式会社
関彰商事株式会社
株式会社シーファイブ
秋田県ＩＴ基盤協会
特定非営利活動法人 きたうら花ねっと
有限会社 鳥海インターネットサービス
「ナマハゲ」インターネット協議会
エム・シー・エス株式会社
特定非営利法人 白神ねっと
特定非営利活動法人 インターネット鹿角
株式会社インボイス
シーティービーメディア株式会社
株式会社スピーディア
株式会社南日本情報処理ｾﾝﾀｰ
株式会社サイバーリンクス
株式会社メディアテック
株式会社 ケーブルテレビ佐伯
株式会社ソルコム
株式会社愛媛CATV
株式会社唐津ケーブルテレビジョン
アイコムティ株式会社
松本商工会議所
佐賀シティビジョン株式会社
株式会社 ケーブルワン
株式会社ＴＣＰ
インターネット・プロ東海株式会社
有限会社メディアちゃんぷる沖縄
伊万里ケーブルテレビジョン株式会社
旭川ケーブルテレビ株式会社
セコム山陰株式会社
セコム山陰株式会社
雲南市・飯南町事務組合－木次局
株式会社 ネット鹿島
諫早ケーブルテレビジョン放送株式会社
おおむらケーブルテレビ株式会社
わたらせテレビ株式会社
株式会社 広域高速ネット二九六
株式会社ＩＭＳ
キンキテレコム株式会社
日本デジタルコミュニケーションズ株式会社
パナソニックテレコム株式会社 九州ＰＴ社
ナカヨ電子サービス株式会社
株式会社アスア
Ｉｎｐｒｏｔ Ｔｅｌｃｏｍ 株式会社
株式会社 フリード
アカマツ株式会社
株式会社アイテム
旭コムテク株式会社
有限会社アイティージャパン
株式会社テレ・マーカー
株式会社テレカム
株式会社ブロード・コミュニケーションズ
株式会社MAGMA
株式会社IT－NEOPOWERS
株式会社 ヒサミツセンター
株式会社ＩＭＳ
株式会社 佐賀新聞社
株式会社有明ねっとこむ
尾道ケーブルテレビ株式会社
株式会社IC-ＮＥＴ
シャープドキュメントシステム株式会社
株式会社オーシーシー
株式会社ミライコミュニケーションネットワーク
株式会社ネクストアイ
株式会社サンメディア
株式会社ZTV
アイテック阪急阪神株式会社
BAN-BANテレビ株式会社
株式会社キネット
株式会社ベイ・コミュニケーションズ
株式会社ケーブルネット神戸芦屋
財団法人東京ケーブルビジョン

WINK-NET
TVM-Net
OCTインターネットサービス
シスケンインターネット
NCMケーブルインターネットサービス
ACTV NET
ＤＴＩ
リウコム・インターネット・サービス

VoIPサービス名
府中インターネット IP-Phone
ＮＴＴコミュニケーションズプラン
WINKケーブルフォン
TVM ケーブルフォン
OCTフォン
Skipfone
NCM ＩＰフォン
ACTV Phone
DTIフォン-C
メガフォン

MEON

MEON IPふぉん

株式会社イージェーワークス

株式会社 穴吹コミュニティ
株式会社サルード

事業者サービス名

いずもトータルネット
Ｗｅｂ－さんいん
MCAT
Intio-Net
c5
きたうら花ねっと
鳥海インターネット
なまはげネット
おばこネット
白神ネット
INKOC
@George
CTBメディア
ミンクインターネット(MINC)
NNC
MEDIATECH-BB(MTBB)
ＣＴＳ－ＮＥＴ
SOLCOM Internet
愛媛ＣＡＴＶインターネット接続サービス
ぴ～ぷるネット
Mnet
松本インターネットサービス
ぶんぶんネット
ケーブルインターネット
tcp-ip
インターネット・プロ東海
@ちゃんぷるネット
はちがめネット
ポテトランド

NTT西日本－中国 IP電話サービス

mcat光IP電話
intio net Phone
C-FIVE IP-Phone Service Cコース

インターネット電話

Ｍｙ Telephone ＩＰ
CTBケーブルフォンサービス
はなせるフォン
MINCフォン
サイバーVoIPサービス
MTBBフォン
ＣＴＳフォン
SOLCOMフォン
Ｃ＠ｂｌｅ Ｐｈｏｎｅ
ぴ～ぷるフォン
M-Phone
ＭＩＳフォン
ぶんぶんフォン
ケーブルフォン
tcp-ipフォン
IPCフォン
ちゃんぷるＢＢフォン
はちがめフォン（伊万里ケーブルフォン）
ポテトフォン

San-inNet

San-inNetフォン

アスネット鹿島
ICV
OCT-PULSE
わたらせテレビ
ＮＥＴ２９６

アスネットフォン
3 SUN IP-PHONE
オクトパルスＩＰフォン
ワッティブフォン
２９６ネットフォン

Perfect-1
PRENE
InternetTRIBE
ｖｉｄｅｗ.com
asua.net
inprot.net
ＦｒｅａｄＷａｙ
イーグルネット（Eagle Net）
アイテムインターネットサービス
ShareLine
IT-Web
ティーエムティーネット
アイピープラス
BroadNet
MAGMA
IT-NEO
RIZING
インターネットＭＡＧＭＡ
佐賀新聞・長崎新聞インターネット
ありあけネットコム
びんごブロードバンドネットワーク
IC-ＮＥＴ
３ＳＷｅｂ
ＳｏｕｔｈｅｒｎＸ
Mirai NET
タコインターネット
サンメディアインターネットサービス
Z-LAN

Perfect Phone
prene phone
TRIBEフォン
videwPhone
asuaPhone(N)
inprot_phone
フリードフォン
Eagle Phone
WINGS_Phone
Share-PHONE
IT-PHONE
TMNET_Phone
PLUS_Phone
BroadNet Phone
MAGMA Phone
IT-NEO Phone(N)
RIZING Phone
MAGMA.Phone（C)
ＳＮＩ・ＩＰ電話
ネットコムフォン
BBBN IPフォン
IC-NET ＩＰ-Phone
３Ｓ－Ｐｈｏｎｅ
ＩＰフォン
MIRAI IP-Phone
たこIPでんわ
san DE phone
ZTVケーブルフォン

BAN-net BB
キネットケーブルインターネット
BaycomNET
baiサービス
東京ケーブルビジョンインターネット
まねきねこ
h555.net
ISAO
１１７ｎｅｔ
kyoto-Inet
EJNET
サーパスネット
ICE-NETサービス

BAN-BANケーブルフォン
キネットケーブルフォン
Baycom IP電話
KCVケーブルフォン
CVフォン
C@tふぉん
HYO-DEN
検討中
１１７フォン（NＣ）
kyoto-Inet phone
EJフォン
サーパスIPフォン
ICE-NETフォン

無料通話提携先一覧

無料通話提携先一覧
事業者名
株式会社四国中央テレビ
株式会社ジェイエヌシー
株式会社ケーブルテレビ足立
株式会社佐渡テレビジョン
株式会社アマダアイリンクサービス
株式会社エヌ・ティ・ティ西日本－四国
福江ケーブルテレビ株式会社
上板町有線テレビ株式会社
上婦負ケーブルテレビ株式会社
高岡ケーブルネットワーク株式会社
能越ケーブルネット株式会社
株式会社NTT西日本-九州
株式会社新川インフォメーションセンター
射水ケーブルネットワーク株式会社
出雲ケーブルビジョン株式会社
虹ネット株式会社
イーブロードコミュニケーションズ株式会社
インフォミーム株式会社
株式会社インターネット可児
有限会社 リフレわかやま

２０１２年５月１１日現在
事業者サービス名
ケーブルインターネットサービス
ジャパンネットワークコミュニケーションズ
ケーブルテレビ足立インターネット接続サービス
e-sadonet
Ai-Link
QUOLIA
FCTV-NET
KCIネット
KCT NET
インターネット接続サービス
ひみHinet
K-INT
NICE TV インターネット接続サービス
CANET
ICV－NET
虹ネット
e-Broad
MeMeNet
インターネット可児
Rifnet internet service

VoIPサービス名
ケーブルフォン
JNCふぉん
ケーブルテレビ足立ケーブルフォンサービス
IP-Phone SADO（eじゃん）
ビジネスIP電話
QUOLIA IPフォン
FCTVフォン
KCI-IPトーク
C@PHONE 富山
高岡CATV IP電話サービス
能越CATV IPフォン
K-INT・IP電話サービス
NICE TV IP電話
アイアイフォン
ICV－PHONE
虹電話
e-Broad 光電話
ミームフォン
インカニIPフォン
ネットフォン

