
１　放送サービス
①ＨＦＣサービス
・導入工事

項　目 標準工事費
戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅 	 9,600円	（税込10,560円）
ケーブル個別選択集合住宅 	 4,800円	（税込5,280円）

・設置工事
項　目 標準工事費

戸建住宅 露出配線 	 14,400円	（税込15,840円）/台
新築・屋内配線使用 	 43,200円	（税込47,520円）

ケーブル未対応集合住宅 	 14,400円	（税込15,840円）/台
ケーブル個別選択集合住宅・ケーブル全戸導入集合住宅 	 	7,200円	（税込7,920円）	/台

・撤去工事
項　目 標準工事費

戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅 	 9,600円	（税込10,560円）※1
ケーブル個別選択集合住宅 	 4,800円	（税込5,280円）※1
※1	撤去工事費についてはサービスの利用期間に応じて低減されます。	

②光サービス
・導入工事

項　目 標準工事費
戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅 	 14,400円	（税込15,840円）
ケーブル個別選択集合住宅 	 9,600円	（税込10,560円）

・設置工事
項　目 標準工事費

戸建住宅 露出配線 	 14,400円	（税込15,840円）/台
新築・屋内配線使用 	 43,200円	（税込47,520円）

ケーブル未対応集合住宅 	 14,400円	（税込15,840円）/台
ケーブル個別選択集合住宅・ケーブル全戸導入集合住宅 	 	7,200円	（税込7,920円）	/台

・撤去工事
項　目 標準工事費

戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅 	 14,400円	（税込15,840円）※2
ケーブル個別選択集合住宅 	 9,600円	（税込10,560円）※2
※2	撤去工事費についてはサービスの利用期間に応じて低減されます。	

・その他の工事
項　目 標準工事費

テレビ配線工事 	 14,400円	（税込15,840円）/箇所
STB設置工事 	 7,200円	（税込7,920円）/台　
STB交換工事 	 7,200円	（税込7,920円）/台
BS分波器取付工事 	 4,800円	（税込5,280円）/箇所
BS混合・分波器取付工事 	 4,800円	（税込5,280円）/箇所
OAH取付工事 	 4,800円	（税込5,280円）/箇所
フリーケーブル取付工事 	 4,800円	（税込5,280円）/箇所
上記以外の工事 実　費

・部　材
項　目 費　用

HDMIケーブル（2m） 	 1,000円	（税込1,100円）/本
ブースター（増幅器）戸建住宅用 	 9,600円	（税込10,560円）/台
ブースター（増幅器）集合住宅用 	 35,000円	（税込38,500円）/台
上記以外の部材 実　費

・その他
項　目 費　用

契約事務手数料 	 3,000円	（税込3,300円）
出張費 	 2,000円	（税込2,200円）/回
故障点検・補修作業費 実　費



２　インターネットサービス
①	ケーブルインターネット（ＨＦＣサービス）
・導入工事

項　目 標準工事費
戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅 	 9,600円	（税込10,560円）
ケーブル個別選択集合住宅 	 4,800円	（税込5,280円）

・設置工事
項　目 標準工事費

住宅種別問わず 	 14,400円	（税込15,840円）

・撤去工事
項　目 標準工事費

戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅 	 9,600円	（税込10,560円）※3
ケーブル個別選択集合住宅 	 	4,800円	（税込5,280円）※3
※3	撤去工事費についてはサービスの利用期間に応じて低減されます。 	

・その他の工事
項　目 標準工事費

端末接続装置（ケーブルモデム）交換 	 7,200円	（税込7,920円）	/回
端末接続装置（ケーブルモデム）移動 	 12,000円	（税込13,200円）	/回
OAH取付工事 	 4,800円	 (税込5,280円）/箇所
フリーケーブル取付工事 	 4,800円	（税込5,280円）	/箇所
上記以外の工事 実			費

・部材
項　目 費　用

ブースター（増幅器）戸建住宅用 	 9,600円	（税込10,560円）/台
上記以外の部材 実			費

②	光インターネット（光サービス）
・導入工事

項　目 標準工事費
戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅 	 14,400円	（税込15,840円）
ケーブル個別選択集合住宅 	 9,600円	（税込10,560円）

・設置工事
項　目 標準工事費

住宅種別問わず 	 14,400円	（税込15,840円）

・撤去工事
項　目 標準工事費

戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅 	 14,400円	（税込15,840円）※4
ケーブル個別選択集合住宅 	 9,600円	（税込10,560円）※4
※4	撤去工事費についてはサービスの利用期間に応じて低減されます。

・その他の工事
項　目 標準工事費

端末接続装置（D-ONU）交換 	 9,600円	（税込10,560円）		/回
端末接続装置（D-ONU）移動 	 12,000円	（税込13,200円）		/回
OAH取付工事 	 4,800円	 (税込5,280円）/箇所
上記以外の工事 実			費

・部材
項　目 費　用

インターネット工事に関する部材 実　費

③	その他
項　目 費　用

契約事務手数料 	 3,000円	（税込3,300円）
出張費 	 2,000円	（税込2,200円）/回
故障点検・補修作業費 実　費



３　ケーブルプラス電話サービス
①	ＨＦＣサービス
・導入工事

項　目 標準工事費
戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅 	9,600円（税込10,560円）
ケーブル個別選択集合住宅 	4,800円（税込5,280円）

・設置工事
項			目 標準工事費

住宅種別問わず 14,400円（税込15,840円）

・撤去工事
項			目 標準工事費

戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅 　　	9,600円（税込10,560円）※5
ケーブル個別選択集合住宅 　　	4,800円（税込5,280円）※5
※5	撤去工事費についてはサービスの利用期間に応じて低減されます。

・その他の工事
項			目 標準工事費

ＥＭＴＡ移動 　	 	 12,000円（税込13,200円）	／回
ＯＡＨ取付工事 　　　	4,800円（税込5,280円）	／箇所
フリーケーブル取付工事 　　　	4,800円（税込5,280円）	／箇所
上記以外の工事 実			費

・部材
項			目 費			用

ブースター（増幅器）戸建住宅用 　　	9,600円（税込10,560円）／台
上記以外の部材 実			費

②	光サービス
・導入工事

項			目 標準工事費
戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅 14,400円（税込15,840円）
ケーブル個別選択集合住宅 	9,600円（税込10,560円）

・設置工事
項			目 標準工事費

住宅種別問わず 14,400円（税込15,840円）
住宅種別問わず
（光インターネット未契約の場合） 28,800円（税込31,680円）

・撤去工事
項			目 標準工事費

戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅 　		 	14,400円（税込15,840円）※6
ケーブル個別選択集合住宅 　　	9,600円（税込10,560円）※6
※6	撤去工事費についてはサービスの利用期間に応じて低減されます。

・その他の工事
項			目 標準工事費

ホームゲートウェイ移動 　		 7,200円（税込7,920円）	／回
ＯＡＨ取付工事 　　		 4,800円（税込5,280円）	／箇所
上記以外の工事 実			費

・部材
項			目 費			用

ケーブルプラス電話工事に関する部材 実			費

③	その他
項			目 費			用

出張費 　		 2,000円（税込2,200円）／回
故障点検・補修作業費 実			費
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