
平成 26 年 2 月 24 日 

各位 

株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク 

エルシーブイ株式会社 

株式会社倉敷ケーブルテレビ 

 

スマートテレビサービスの開始について 

～3 月からスマホやタブレットとも連携する新たなサービスをスタート～ 

 

 

ＴＯＫＡＩグループで CATV 事業を運営する株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク（本社：静岡

県沼津市、以下「TCN」）及びエルシーブイ株式会社（本社：長野県諏訪市、以下「LCV」）、株式会社

倉敷ケーブルテレビ（本社：岡山県倉敷市、以下「KCT」）は、スマートテレビサービスを、本年 3 月

より順次開始いたします。 

  

記 

１．サービス概要 

このたびＴＯＫＡＩグループが開始するスマートテレビサービスは、AndroidTMを搭載した新セット

トップボックス「Smart TV Box（提供元：KDDI 株式会社）」を採用し、先進的な UI（ユーザインタ

ーフェース）やスマートフォン・タブレット（対応機種に限ります）との連携を可能とするとともに、

ネット動画視聴などインターネット系サービスとの融合を図ることにより、これまでのテレビ視聴のス

タイルを大きく変化させるサービスを実現いたします。 

 

「Smart TV Box」は、ケーブルテレビ放送（地上・BS・CS デジタル）の視聴に加え、インターネ

ットを活用したさまざまなサービスをご利用いただける新たな多機能セットトップボックスであり、さ

らには多彩なジャンルから「ぷよぷよフィーバーforSmartTVBox」、「カラオケ歌い放題 for au」など

の 100 種類以上のアプリが使い放題となる「au スマートパス」や、映画・ドラマ・アニメなど豊富な

コンテンツがビデオ・オン・デマンド形式で楽しめる「ビデオパス」などの au のアプリを TV と連動

させてご利用いただくことも可能になります。（注 1） 

 

加えて、TCN においては、スマートテレビサービスをご契約のお客様向けに Apple 社製のタブレッ

ト端末「iPadAir」及び「iPadminiRetina ディスプレイ」の提供も開始いたします。（LCV・KCT につ

いては別途お問い合わせください。）これらは「Smart TV Box」のリモコンとしての機能をもつだけで

なく、ご家庭内のセカンドスクリーンとして活用でき、お客様は放送中の番組や録画番組をお楽しみい

ただくことができます。（注 2）合わせて、番組を録画してご覧いただくお客さま向けへの商品として、

外付けハードディスクドライブ（HDD）も提供を行います。 

 

また、このほかの特典として、ケーブルプラス電話をセットでご契約いただくと（TCN・LCV は追

加料金 500 円、KCT は追加料金 530 円）、au スマートフォン一台につき 1,410 円/月の割引となる「au

スマートバリュー」の対象となります。（注 3） 



TCN・LCV・KCT は、スマートテレビサービスを通じて、今後もお客さまに先進的でより豊かな生

活をご提案してまいります。  

 

（グループ会社の株式会社トコちゃんねる静岡（本社：静岡県静岡市）の提供開始につきましては、

本年 8 月頃を予定しております。詳細につきましては、決定次第別途お知らせいたします。） 

 

（注 1）「au スマートパス」、「ビデオパス」は KDDI 株式会社の提供するサービスです。 

au スマートフォンで既にこれらのサービスにご契約いただいている場合には、その au ID を「Smart 

TV Box」に登録することにより、追加料金は不要となります。一方、現在ご契約いただいていない

場合には、「au スマートパス」が月額 372 円で、「ビデオパス」が月額 562 円でご利用いただけます。 

（注 2）対応機種（「iPadAir」及び「iPadminiRetina ディスプレイ」）にて専用アプリ（Smart TV Remote）

をインストールする必要があります。 

（注 3）スマートテレビサービスにケーブルプラス電話を追加いただくことで au 対象料金プランご加入中の

au スマートフォン一台につき、1,410 円/月（当初 2 年間。3 年目以降は 934 円/月）の割引をいたし

ます。 

※表示価格は全て税抜となります。 

 

２．商品のイメージ 

  

Smart TV Box （提供元：KDDI 株式会社） 

 

      

タブレット端末（Apple iPadAir 16G WiFi モデル、iPadminiRetina ディスプレイ 16GWiFi モデル）  



３．各社のサービスについて 

詳細は別紙をご覧ください。 

・TCN のスマートテレビサービスはこちら 

・LCV のスマートテレビサービスはこちら 

・KCT のスマートテレビサービスはこちら 

 

※表示価格は全て税抜となります。 

※Android は、Google Inc. の商標です。 

※「ぷよぷよフィーバーforSmartTVBox」は©SEGA、「カラオケ歌い放題 for au」は©YAMAHA MUSIC 

MEDIA CORPORATION の商標です。 

※Apple、Apple のロゴ、Apple TV、FaceTime、iPad、iSight、は、米国および他の国々で登録された Apple 

Inc.の商標です。Retina は Apple Inc.の商標です。 

※本サービスは、TCN のレンタルサービスを提供するものであり、Apple Inc.が認定、支援、その他承認し

たものではありません。 

 

以上 

 

【サービスに関するお問い合わせ】 

株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク 営業推進部営業企画課 担当 川口 

TEL：054-253-2400 

エルシーブイ株式会社 企画部企画課 担当 鴻野  

TEL：0266-53-3833 

株式会社倉敷ケーブルテレビ 営業部営業課 担当 樋上  

TEL：086-466-1717 

 

【報道関係の方からのお問い合わせ】 

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 広報・ＩＲ室 担当 酒井 

TEL：054-273-4878 

 

http://www.thn.ne.jp/files/user/pdf/tcn-smarttv.pdf
http://www.thn.ne.jp/files/user/pdf/lcv-smarttv.pdf
http://www.thn.ne.jp/files/user/pdf/kct-smarttv.pdf


■ 株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワークの概要 

社名 株式会社ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク 

代表者 代表取締役社長 福田 安広 

本社 〒410-0053 静岡県沼津市寿町 8 番 28 号 メディアプラザ 

サービスエリア 

静岡県富士市、富士宮市、沼津市、静岡市清水区（由比・蒲原）、三島市、

裾野市、御殿場市、清水町、長泉町、函南町、伊豆の国市、伊豆市、小山

町（一部地域）、焼津市、藤枝市、島田市、岡部町（一部地域） 

対象世帯数 約 420,000 世帯（2013 年 12 月末現在） 

加入世帯数 
約 210,000 世帯 

インターネット 約 110,000 世帯 （2013 年 12 月末現在） 

 

■ エルシーブイ株式会社の概要 

社名 エルシーブイ株式会社 

代表者 代表取締役社長 河口 譲 

本社 〒392-8609 長野県諏訪市四賀桑原 821 番地 

サービスエリア 

長野県諏訪市、茅野市、岡谷市、諏訪郡下諏訪町、諏訪郡富士見町、諏訪

郡原村、上伊那郡辰野町、塩尻市（北小野） 

 

 

対象世帯数 約 94,000 世帯（2013 年 12 月末現在） 

加入世帯数 
約 90,000 世帯 

インターネット 約 24,000 世帯 （2013 年 12 月末現在） 

 

■ 株式会社倉敷ケーブルテレビの概要 

社名 株式会社倉敷ケーブルテレビ 

代表者 代表取締役社長 坂本 万明 

本社 〒710-0803 岡山県倉敷市中島 2661-1 

サービスエリア 
岡山県倉敷市、総社市、玉野市、早島町、岡山市（旧灘崎町）（各一部地

域） 

対象世帯数 約 210,000 世帯（2013 年 12 月末現在） 

加入世帯数 
約 81,000 世帯 

インターネット 約 24,000 世帯 （2013 年 12 月末現在） 

 

 


