放送サービス料金表
通 則
（料金表の適用）
放送サービス（附帯するサービスを含みます。）に関する料金の適用については、この料金表の規定によります。
（料金の変更）
当社は、この料金表を変更することがあります。この場合には、変更後の料金表によります。
（消費税相当額の加算）
放送サービス利用規約の規定により、料金表に規定する料金について支払を要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税相当額を
加算した額とします。なお、実際の請求額と、この料金表に規定する金額の合計額が異なる場合があります。
１ 利用料金
・戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅・ケーブル個別選択集合住宅
サービスプラン

利用料金

地デジプラン

6,000円 （税込6,480円） /年（1世帯）

ミニプラン

1,900円 （税込2,052円） /月（標準STB 1台）

スタンダードプラン

3,200円 （税込3,456円） /月（標準STB 1台）

マックスプラン

3,900円 （税込4,212円） /月（標準STB 1台）

・ケーブル全戸導入集合住宅
サービスプラン

利用料金
地デジタイプ

ＳＴＢタイプ

ミニプラン

1,000円（税込1,080円）/月（標準STB 1台）

スタンダードプラン

2,200円（税込2,376円）/月（標準STB 1台）

1,200円（税込1,296円）/月（標準STB 1台）

マックスプラン

2,900円（税込3,132円）/月（標準STB 1台）

1,900円（税込2,052円）/月（標準STB 1台）

２

ＳＴＢ２台目以降の利用料金
サービスプラン

月額利用料金

ミニプラン

1,000円（税込1,080円）/台（標準STB）

スタンダードプラン

1,600円（税込1,728円）/台（標準STB）

マックスプラン

2,300円（税込2,484円）/台（標準STB）

３

かんたん録画ＳＴＢの利用料金
付加機能

ハードディスクSTB（新規受付終了）
ホームネットワーク STB

月額利用料金
700円 （税込756円） /台
900円 （税込972円） /台

4K録画STB

1,300円 （税込1,404円） /台

ホームネットワークSTB forケーブル4K

2,500円 （税込2,700円） /台

ブルーレイ STB

2,800円 （税込3,024円） /台

４

有料チャンネルの利用料金
チャンネル

月額利用料金

テレ朝チャンネル1
ドラマ・バラエティ・アニメ（HD）

600円 （税込648円） /台

TBSチャンネル1
最新ドラマ・音楽・映画（HD）

600円 （税込648円） /台

日本映画専門チャンネル HD

700円 （税込756円） /台

時代劇専門チャンネル HD

700円 （税込756円） /台

V☆パラダイス HD

700円 （税込756円） /台

KBS World HD

700円 （税込756円） /台

ディズニー 2チャンネルセット
・ディズニー・チャンネル HD
・ディズニー XD HD

790円 （税込853円） /台

レジャーチャンネル

900円 （税込972円） /台

グリーンチャンネルセット
・グリーンチャンネル HD
・グリーンチャンネル 2 HD

1,200円 （税込1,296円） /台

釣りビジョンHD

1,200円 （税込1,296円） /台

囲碁・将棋チャンネル HD

1,400円 （税込1,512円） /台

フジテレビONE/TWO/NEXTセット
・フジテレビONE スポーツ・バラエティ
・フジテレビTWO ドラマ・アニメ
・フジテレビNEXT ライブ・プレミアム

1,500円 （税込1,620円） /台

フジテレビNEXT ライブ・プレミアム

1,200円 （税込1,296円） /台

東映チャンネルHD

1,500円 （税込1,620円） /台

FIGHTING TV サムライ（HD）

1,800円 （税込1,944円） /台

アニメシアターX（AT-X）

1,800円 （税込1,944円） /台

衛星劇場 HD

2,000円 （税込2,160円） /台

J SPORTS 1・2・3・4 HDセット
・J SPORTS 1 HD
・J SPORTS 2 HD
・J SPORTS 3 HD
・J SPORTS 4 HD

2,286円 （税込2,469円） /台

J SPORTS 4 HD

1,300円 （税込1,404円） /台

Mnet HD

2,300円 （税込2,484円） /台

スターチャンネルセット
・スターチャンネル 1
・スターチャンネル 2
・スターチャンネル 3

2,300円 （税込2,484円） /台

WOWOWセット
・WOWOW プライム
・WOWOW ライブ
・WOWOW シネマ

2,300円 （税込2,484円） /台

KNTV HD

3,000円 （税込3,240円） /台

５ 工事に関する費用
・新規工事（ＨＦＣサービスエリア）
項

目

戸建住宅（新築・屋内配線使用）

標準工事費
43,000円 （税込46,440円）

戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅（露出配線）

23,000円 （税込24,840円） /TV 1台（STB 1台）

ケーブル個別選択集合住宅

10,000円 （税込10,800円） /TV 1台（STB 1台）

ケーブル全戸導入集合住宅

5,000円 （税込5,400円） /STB 1台

・新規工事（光サービスエリア）
項

目

戸建住宅（新築・屋内配線使用）

標準工事費
48,000円 （税込51,840円）

戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅（露出配線）

28,000円 （税込30,240円） /TV 1台（STB 1台）

ケーブル個別選択集合住宅

15,000円 （税込16,200円） /TV 1台（STB 1台）

ケーブル全戸導入集合住宅

5,000円 （税込5,400円） /STB 1台

・その他の工事
項
テレビ配線工事

目

標準工事費
10,000円 （税込10,800円）/箇所

STB設置工事

5,000円 （税込5,400円） /台

STB交換工事

5,000円 （税込5,400円） /台

STB撤去工事

3,000円 （税込3,240円） /台
（最低利用期間に満たない場合）

BS分波器取付工事

3,000円 （税込3,240円） /箇所

BS混合・分波器取付工事

3,500円 （税込3,780円） /箇所

OAH取付工事

3,500円 （税込3,780円） /箇所

フリーケーブル取付工事

2,500円 （税込2,700円） /箇所

上記以外の工事

実

費

・部

材
項

目

HDMIケーブル（2m）

費

用

1,000円 （税込1,080円） /本

ブースター（増幅器）戸建住宅用

8,000円 （税込8,640円） /台

ブースター（増幅器）集合住宅用

35,000円 （税込37,800円）/台

上記以外の部材

実

費

費

用

・その他
項

目

出張費

2,000円（税込2,160円）/回

故障点検・補修作業費
６

実

費

料

金

手続に関する料金
項

目

放送サービスプラン変更手数料

300円（税込324円）/回

STB視聴制限暗証番号クリア手数料

300円（税込324円）/回

延滞手数料

200円（税込216円）/回

７

損害金（不課税）
機器等

料

金

標準 STB

25,000円 /台

ハードディスク STB

30,000円 /台

ホームネットワーク STB

50,000円 /台

4K録画STB

60,000円 /台

ホームネットワーク STB for ケーブル4K

80,000円 /台

ブルーレイ STB

100,000円 /台

B-CASカード（再発行手数料）

   2,000円 /枚

C-CASカード（再発行手数料）

   3,000円 /枚

上記以外の付属品
８

実

費

料

金

リモートコントローラ
項

目

標準 STBリモートコントローラ

2,500円（税込2,700円）/台（1年間保証）

ハードディスク STB（HUMAX製）リモートコントローラ

3,200円（税込3,456円）/台（1年間保証）

ハードディスク STB（パナソニック製）リモートコントローラ

4,000円（税込4,320円）/台（1年間保証）

ホームネットワーク STBリモートコントローラ

3,200円（税込3,456円）/台（1年間保証）

4K録画 STBリモートコントローラ

4,000円（税込4,320円）/台（1年間保証）

ホームネットワーク STB for ケーブル4K リモートコントローラ

3,200円（税込3,456円）/台（1年間保証）

ブルーレイ STBリモートコントローラ

3,200円（税込3,456円）/台（1年間保証）

※表記税込金額は消費税８％込みの金額です。消費税率の改正があった場合は改正後の税率によります。また、前納されている場合には消費税額
の差額を請求することがあります。
附 則
１ ＳＴＢ（かんたん録画ＳＴＢを含みます｡）の最低利用期間は３ヶ月間とします｡
２ かんたん録画ＳＴＢの設置にあたり、標準ＳＴＢをご利用の場合は、当社にてかんたん録画ＳＴＢへの交換を行います｡
３ 集合住宅、宿泊施設、寮、商業施設、公共施設、福祉施設、娯楽施設、及び医療施設等の所有者又は管理者との加入契約に関する料金の適用
については、建物の所有者又は管理者と締結する加入契約の規定によります｡ なお、当該加入契約に定めのない料金については、この料金表の規
定を適用する場合があります｡
（実施期日）
この料金表は、平成２９年８月１日より適用します。
この料金表は、平成３０年（２０１８年）４月１日より改訂の上、適用します。
この料金表は、平成３０年（２０１８年）１２月１日より改訂の上、適用します。

