ncm スマート BOX サービス料金表

通 則
（料金表の適用）
ncmスマートBOX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）
ncmスマートBOX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
①HFC サービスエリア
ncmスマートBOXスタンダード
一般住宅タイプ

月額利用料金 8,200円（税込9,020円）／台

集合住宅地デジタイプ

月額利用料金 7,200円（税込7,920円）／台

集合住宅STBタイプ

月額利用料金 6,200円（税込6,820円）／台

最大通信速度 ：下り 100Ｍbps 上り 5Ｍbps※１
ncmスマートBOXマックス
一般住宅タイプ

月額利用料金 8,900円（税込9,790円）／台

集合住宅地デジタイプ

月額利用料金 7,900円（税込8,690円）／台

集合住宅STBタイプ

月額利用料金 6,900円（税込7,590円）／台

最大通信速度 ：下り 100Ｍbps 上り 5Ｍbps※１

・標準機能
動的IPアドレス（グローバルアドレス）1個
メールアドレス数 1個
メールサーバー容量 1ＧB
ホームページ容量 100MB
メール転送サービス
メール受信拒否サービス
迷惑メールフィルタサービス
メールウイルスチェックサービス
無線LANモデム
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②光サービスエリア
ncmスマートBOXスタンダード
一般住宅タイプ

月額利用料金 8,200円（税込9,020円）／台

集合住宅地デジタイプ

月額利用料金 7,200円（税込7,920円）／台

集合住宅STBタイプ

月額利用料金 6,200円（税込6,820円）／台

最大通信速度 ：下り 100Ｍbps 上り 100Ｍbps※１
ncmスマートBOXマックス
一般住宅タイプ

月額利用料金 8,900円（税込9,790円）／台

集合住宅地デジタイプ

月額利用料金 7,900円（税込8,690円）／台

集合住宅STBタイプ

月額利用料金 6,900円（税込7,590円）／台

最大通信速度 ：下り 100Ｍbps 上り 100Ｍbps※１
ncmスマートBOXスタンダード（1G）
一般住宅タイプ

月額利用料金 8,600円（税込9,460円）／台

集合住宅地デジタイプ

月額利用料金 7,600円（税込8,360円）／台

集合住宅STBタイプ

月額利用料金 6,600円（税込7,260円）／台

最大通信速度 ：下り 1Gbps 上り1Gbps※１
ncmスマートBOXマックス（1G）
一般住宅タイプ

月額利用料金 9,300円（税込10,230円）／台

集合住宅地デジタイプ

月額利用料金 8,300円（税込9,130円）／台

集合住宅STBタイプ

月額利用料金 7,300円（税込8,030円）／台

最大通信速度 ：下り 1Gbps 上り 1Gbps※１

・標準機能
動的IPアドレス（グローバルアドレス）1個
メールアドレス数 5個
メールサーバー容量 1ＧB
ホームページ容量 100MB
メール転送サービス
メール受信拒否サービス
迷惑メールフィルタサービス
メールウイルスチェックサービス
マカフィー for ZAQ（コンテンツメンバーID 2個）

※１ 通信速度は、技術規格上の最大値であり、加入者宅内の実効速度を保証するものでは
ありません。
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２ 特約利用料金
３年約束割 ※２
① HFC サービスエリア
・月額利用料金
対象プラン

月額割引額（税抜）

ncm スマート BOX スタンダード

800 円

ncm スマート BOX マックス

800 円

適用条件を満たすことができなくなった場合は、下記の違約金（不課税）が発生します。
割引適用期間
対象プラン

ncm スマート BOX

1 ヶ月目

13 ヶ月目

25 ヶ月目

35 ヶ月目

38 ヶ月目～

～12 ヶ月目

～24 ヶ月目

～34 ヶ月目

～37 ヶ月目

※３

20,000 円

15,000 円

10,000 円

0円

10,000 円

20,000 円

15,000 円

10,000 円

0円

10,000 円

スタンダード
ncm スマート BOX
マックス

② 光サービスエリア
・月額利用料金
対象プラン

月額割引額（税抜）

ncm スマート BOX スタンダード

800 円

ncm スマート BOX マックス

800 円

ncm スマート BOX スタンダード（1G）

1,000 円

ncm スマート BOX マックス（1G）

1,000 円

適用条件を満たすことができなくなった場合は、下記の違約金（不課税）が発生します。
割引適用期間
対象プラン

ncm スマート BOX
スタンダード
ncm スマート BOX
マックス
ncm スマート BOX
スタンダード（1G）
ncm スマート BOX
マックス（1G）

1 ヶ月目

13 ヶ月目

25 ヶ月目

35 ヶ月目

38 ヶ月目～

～12 ヶ月目

～24 ヶ月目

～34 ヶ月目

～37 ヶ月目

※３

20,000 円

15,000 円

10,000 円

0円

10,000 円

20,000 円

15,000 円

10,000 円

0円

10,000 円

25,000 円

20,000 円

15,000 円

0円

15,000 円

25,000 円

20,000 円

15,000 円

0円

15,000 円

※２ 戸建住宅又はケーブル未対応集合住宅等にお住まいで、ncm スマート BOX サービス
及びケーブルプラス電話にご加入、かつ当社が指定する期間継続してご利用いただく
ことなどを適用条件とし、ncm スマート BOX サービスの月額利用料金を割引するサ
ービスです。ただし、割引の適用には、別途３年約束割の申込が必要となります。
※３ 違約金対象外期間を除きます。
3

３ STB に関する利用料金
・STBの追加利用料金
新サービスプラン
サービスプラン

月額利用料金

４Kミニプラン

1,000円（税込1,100円）／台（標準４KSTB）

４Kスタンダードプラン

1,600円（税込1,760円）／台（標準４KSTB）

４Kマックスプラン

2,300円（税込2,530円）／台（標準４KSTB）

旧サービスプラン（新規受付終了）
サービスプラン

月額利用料金

ミニプラン

1,000円（税込1,100円）／台（標準STB）

スタンダードプラン

1,600円（税込1,760円）／台（標準STB）

マックスプラン

2,300円（税込2,530円）／台（標準STB）

・かんたん録画 STB の利用料金
新サービスプラン
付加機能

月額利用料金

ハードディスク STB（新規受付終了）

400 円（税込 440 円）／台

ホームネットワーク STB（新規受付終了）

600 円（税込 660 円）／台

４K 録画 STB

1,000 円（税込 1,100 円）／台

ブルーレイ STB

2,500 円（税込 2,750 円）／台

旧サービスプラン（新規受付終了）
付加機能

月額利用料金

ハードディスク STB

700 円（税込 770 円）／台

ホームネットワーク STB

900 円（税込 990 円）／台

４K 録画 STB

1,300 円（税込 1,430 円）／台

ブルーレイ STB

2,800 円（税込 3,080 円）／台

・ケーブルプラス STB-2 の利用料金
新サービスプラン
付加機能

月額利用料金

ケーブルプラス STB-2

1,000 円（税込 1,100 円）／台

旧サービスプラン（新規受付終了）
付加機能

月額利用料金

ケーブルプラス STB-2

1,300 円（税込 1,430 円）／台
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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
600 円（税込 660 円） ／台

ドラマ・バラエティ・アニメ（HD）
TBS チャンネル 1

600 円（税込 660 円） ／台

最新ドラマ・音楽・映画（HD）
日本映画専門チャンネル HD

700 円（税込 770 円） ／台

時代劇専門チャンネル HD

700 円（税込 770 円） ／台

V☆パラダイス HD

700 円（税込 770 円） ／台

KBS World HD

700 円（税込 770 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

790 円（税込 869 円） ／台

・ディズニーXD HD ※４
・ディズニージュニア ※５
レジャーチャンネル

900 円（税込 990 円） ／台

グリーンチャンネルセット
・グリーンチャンネル

1,200 円（税込 1,320 円）／台

・グリーンチャンネル 2
釣りビジョン HD

1,200 円（税込 1,320 円）／台

囲碁・将棋チャンネル HD

1,400 円（税込 1,540 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

1,500 円（税込 1,650 円）／台

・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
フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム

1,200 円（税込 1,320 円）／台

東映チャンネル HD

1,500 円（税込 1,650 円）／台

FIGHTING TV サムライ（HD）

1,800 円（税込 1,980 円）／台

アニメシアターＸ（AT-X）

1,800 円（税込 1,980 円）／台

衛星劇場 HD

2,000 円（税込 2,200 円）／台

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

2,286 円（税込 2,515 円）／台

・J SPORTS ３ HD
・J SPORTS ４ HD
J SPORTS ４ HD

1,300 円（税込 1,430 円）／台

Mnet HD

2,300 円（税込 2,530 円）／台
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スターチャンネルセット
・スターチャンネル １

2,300 円（税込 2,530 円）／台

・スターチャンネル ２
・スターチャンネル ３
WOWOW セット
・WOWOW プライム

2,300 円（税込 2,530 円）／台

・WOWOW ライブ
・WOWOW シネマ
KNTV HD

3,000 円（税込 3,300 円）／台

※４ ２０２１年 1 月３１日をもって放送終了（予定）となります。
※５ ２０２１年２月１日より放送開始（予定）となります。
５

付加機能利用料
項 目

内 容

単 位

月額利用料金

動的IPアドレス（グロー
DHCP IP アドレス追加

バルアドレス）を追加し

追加1アドレスごとに

500円（税込550円）

ます。

メールアドレス追加

ホームページ容量追加

メールサーバー容量追加

ncmリモートサポート

メールアドレスを追加

追加1メールアドレス

します。

ごとに

ホームページディスク
容量を追加します。
メール保存用ディスク
容量を追加します。
遠隔操作によるサポー

200円（税込220円）

追加100MB

500円（税込550円）

追加100MB

500円（税込550円）

１契約ごとに

500円（税込550円）

トサービス
コンテンツメンバー
マカフィー for ZAQ

i-フィルタ－ for ZAQ

エヌストレージ
（新規受付終了）

セキュリティサービス

ID1個ごとに

ホームページアクセス

コンテンツメンバー

制限サービス

ID1個ごとに

インターネット上のフ
ァイルスペース提供サ
ービス
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１契約ごとに
（128ＧＢ）

200円（税込220円）

200円（税込220円）

300円（税込330円）

６ 工事に関する費用
・新規工事（HFCサービスエリア）
項 目

標準工事費

戸建住宅（新築・屋内配線使用）

57,000円（税込62,700円）

戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅（露出配線）

37,000円（税込40,700円）／TV1台（STVB１台）

ケーブル個別選択集合住宅

27,000円（税込29,700円）／TV1台（STVB１台）

ケーブル全戸導入集合住宅

22,000円（税込24,200円）／STVB１台

・新規工事（光サービスエリア）
項 目

標準工事費

戸建住宅（新築・屋内配線使用）

65,000 円（税込 71,500 円）

戸建住宅・ケーブル未対応集合住宅（露出配線）

45,000 円（税込 49,500 円）／TV1 台（STVB１台）

ケーブル個別選択集合住宅

45,000 円（税込 49,500 円）／TV1 台（STVB１台）

ケーブル全戸導入集合住宅

45,000 円（税込 49,500 円）／STVB１台

・その他の工事
項 目

標準工事費

テレビ配線工事

10,000 円（税込 11,000 円）／箇所

STB 設置工事

5,000 円（税込 5,500 円）／台

STB 交換工事

5,000 円（税込 5,500 円）／台
3,000 円（税込 3,300 円）／台

STVB 撤去工事

（最低利用期間に満たない場合）
3,000 円（税込 3,300 円）／台

STB 撤去工事

（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 3,300 円）／箇所

BS 混合・分波器取付工事

3,500 円（税込 3,850 円）／箇所

OAH 取付工事

3,500 円（税込 3,850 円）／箇所

フリーケーブル取付工事

2,500 円（税込 2,750 円）／箇所

上記以外の工事

・部

実 費

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

8,000 円（税込 8,800 円）／台

上記以外の部材

実 費

・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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７

手続に関する料金
項 目

料 金

放送サービスプラン変更手数料

300円（税込330円）／回

インターネットサービスプラン変更手数料

300円（税込330円）／回

アカウント情報のお知らせ再発行手数料

300円（税込330円）／回

DHCP IPアドレス追加手数料

300円（税込330円）／回

視聴制限暗証番号クリア手数料

300円（税込330円）／回

コンビニ振込用紙発行手数料

200円（税込220円）／通

延滞手数料

200円（税込220円）／回

B-CASカード再発行費用

2,160円（税込）／回

C-CASカード再発行手数料

3,100円（税込）／回

８

解約手数料
項 目

料 金

解約手数料

９

2,000円 （税込2,200円）/回

損害金（不課税）
機器等

料 金

Smart TV Box

60,000円／台

標準４KSTB

35,000円／台

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

ブルーレイSTB

100,000円／台

ケーブルプラスSTB-2（機器本体）

50,000円／台

ケーブルプラスSTB-2 電源アダプタ（電源コード付属）

5,000円／台

無線ＬＡＮモデム

15,000円／台

上記以外の付属品

実 費

１０

リモートコントローラ
項 目

料 金

Smart TV Box リモートコントローラ

3,200 円（税込 3,520 円）／台（1 年間保証）

標準４KSTB リモートコントローラ

2,500 円（税込 2,750 円）／台（1 年間保証）

標準 STB リモートコントローラ

2,500 円（税込 2,750 円）／台（1 年間保証）

ハードディスク STB（HUMAX 製）

3,200 円（税込 3,520 円）／台（1 年間保証）

リモートコントローラ
ハードディスク STB（パナソニック製）

4,000 円（税込 4,400 円）／台（1 年間保証）

リモートコントローラ
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 3,520 円）／台（1 年間保証）
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４K 録画 STB リモートコントローラ

4,000 円（税込 4,400 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 3,520 円）／台（1 年間保証）

ケーブルプラス STB-2 リモートコントローラ

3,500 円（税込 3,850 円）／台（1 年間保証）

１１

取扱説明書（紙面）
項 目

料 金

STB取扱説明書（紙面）

500円（税込550円）／冊

※表記税込金額は消費税１０％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
１

則
ncmスマートBOXサービスの最低利用期間は３ヶ月間とします。

２

STBの最低利用期間は３ヶ月間とします。

３

かんたん録画STB又はケーブルプラスSTB-2の設置にあたり、標準４KSTB又は標準

STBをご利用の場合は、当社にてかんたん録画STB又はケーブルプラスSTB-2への交換を行
います。
（実施期日）
この料金表は、平成２６年４月１日より適用します。
この料金表は、平成２６年７月１日より改訂の上、適用します。
この料金表は、平成２９年８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）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。
この料金表は、２０１９年１０月１日より改訂の上、適用します。
この料金表は、２０２０年２月１日より改訂の上、適用します。
この料金表は、２０２０年１２月１日より改訂の上、適用します。
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