
MINDインターネット接続サービス
ダイヤルアップIP接続アクセスポイント情報

国内共通アクセスポイント 電話番号
0570-010987

地域別アクセスポイント
地域 都道府県 アクセスポイント 電話番号

北海道 札幌 011-208-1063
北海道 函館 0138-44-4012
北海道 釧路 0154-32-3011
北海道 帯広 0155-28-3478
北海道 旭川 0166-29-3787
北海道 小樽 0134-21-0199
青森 青森 017-732-3400
青森 弘前 0172-39-6580
青森 八戸 0178-72-1830
秋田 秋田 018-889-2089
岩手 盛岡 019-621-3180
山形 山形 023-626-7300
宮城 仙台 022-792-8203
福島 郡山 024-941-0208
福島 福島 024-528-2026
福島 いわき 0246-45-0128
群馬 高崎 027-360-5535
群馬 前橋 027-230-2072
群馬 太田 0276-40-4292
栃木 宇都宮 028-610-5041
茨城 水戸 029-222-3484
茨城 土浦 029-839-1403
茨城 石岡 0299-36-1663
東京 東京 03-3525-5005
東京 府中 042-340-5401
東京 立川 042-540-3419
東京 三鷹 0422-70-0850
東京 八王子 0426-69-7778
東京 青梅 0428-20-2691
神奈川 横浜 045-718-3050
神奈川 相模原 042-786-8412
神奈川 川崎 044-520-4181
神奈川 厚木 046-279-0070
神奈川 平塚 0463-90-1311
神奈川 小田原 0465-66-0008
神奈川 藤沢 0467-60-0050
神奈川 横須賀 046-828-1209
千葉 千葉 043-203-8901
千葉 市原 0436-40-3141
千葉 木更津 0438-20-2291
千葉 市川 047-331-7250
千葉 船橋 047-460-1065
千葉 柏 04-7165-2215
千葉 茂原 0475-27-4114
千葉 成田 0476-48-1011
埼玉 浦和 048-814-0500
埼玉 所沢 04-2920-3310
埼玉 飯能 042-983-4127
埼玉 熊谷 048-540-0180
埼玉 川口 048-451-7017
埼玉 久喜 0480-29-0123
埼玉 草加 048-926-5411
埼玉 川越 049-240-3190
埼玉 東松山 0493-21-0216
埼玉 本庄 0495-27-4042

固定電話・携帯電話等

北海道

東北

北関東

南関東



長野 長野 026-264-7250
長野 松本 0263-29-1155
長野 諏訪 0266-54-0771
新潟 新潟 025-282-2300
新潟 上越 025-531-0540
新潟 長岡 0258-22-6438
山梨 甲府 055-230-8085
山梨 富士吉田 0555-20-1540
福井 福井 0776-52-6107
石川 金沢 076-260-9170
富山 富山 076-445-5451
富山 高岡 0766-29-2412
愛知 名古屋 052-679-2171
愛知 豊橋 0533-80-0007
愛知 瀬戸 0561-86-0605
愛知 東海 0562-39-3040
愛知 岡崎 0564-57-1990
愛知 豊田 0565-36-5149
愛知 刈谷 0566-61-0494
愛知 春日井 0568-86-3070
愛知 半田 0569-25-2045
愛知 一宮 0586-47-0081
岐阜 岐阜 058-267-0580
岐阜 美濃加茂 0574-24-0469
岐阜 大垣 0584-77-0174
静岡 静岡 054-203-0025
静岡 浜松 053-468-2412
静岡 沼津 055-954-0416
三重 津 059-221-1608
三重 四日市 0593-59-4001
大阪 大阪 06-4796-3010
大阪 寝屋川 072-825-5300
大阪 富田林 0721-60-0047
大阪 堺 072-226-7970
大阪 岸和田 0724-20-2339
大阪 和泉 0725-40-4351
大阪 高槻 072-631-3240
大阪 池田 072-750-0581
大阪 八尾 0729-90-0050
京都 京都 075-693-3811
京都 宇治 0774-58-1000
滋賀 大津 077-528-5880
奈良 奈良 0742-50-4011
奈良 大和高田 0745-24-1620
兵庫 神戸 078-327-3680
兵庫 姫路 0792-31-5561
兵庫 加古川 0794-54-8002
兵庫 三田 079-561-1800
兵庫 西宮 0798-37-0224
和歌山 和歌山 073-435-3454
岡山 岡山 086-212-0750
岡山 倉敷 086-440-0884
島根 松江 0852-28-9069
鳥取 鳥取 0857-37-2075
広島 広島 082-502-8311
広島 呉 0823-70-1014
広島 福山 084-940-1795
山口 山口 083-933-0160
山口 宇部 0836-29-3239

甲信越

北陸

中部

関西

中国



高知 高知 088-820-1492
愛媛 松山 089-913-7620
香川 高松 087-863-5006
徳島 徳島 088-626-6113
福岡 福岡 092-736-1822
福岡 北九州 093-932-1541
福岡 久留米 0942-46-2050
福岡 大牟田 0944-59-6047
大分 大分 097-554-2087
熊本 熊本 096-311-1899
佐賀 佐賀 0952-28-7245
長崎 長崎 095-829-4265
長崎 佐世保 0956-26-0942
宮崎 宮崎 0985-28-8166
鹿児島 鹿児島 099-227-9091

沖縄 沖縄 那覇 098-870-4550

九州

四国


