別紙3

HFC料金表（三島支店・沼津支店・富士支店・西静支店・御殿場支店エリア）
基本契約

初期費用
（一時金）

月額利用料

備考

デジパックビックコース（新規受付終了）※1

\55,440（税抜\50,400） \6,050（税抜\5,500）

STB有（1台）

デジパックベーシックコース（新規受付終了）※1

\55,440（税抜\50,400） \4,928（税抜\4,480）

STB有（1台）

デジタル移行コース（新規受付終了）※1 \55,440（税抜\50,400） \3,080（税抜\2,800）

STB有（1台）

旧アナログ基本コース・旧デジタル基本コース・旧デジパックミニコースにご
加入いただいていたお客様が対象です。平成28年12月31日までの受付となりま
す。

デジパックスモールコース（新デジタル
基本コース）（新規受付終了）※1

\55,440（税抜\50,400） \2,420（税抜\2,200）

STB有（1台）

ＳＴＢについては希望者のみ設置となります。

共聴コース（新規受付終了）※1

\51,370（税抜\46,700）

\770（税抜\700）

ひかりテレビプラス（新規受付終了） \58,080（税抜\52,800） \6,248（税抜\5,680）

ライトコース（新規受付終了）

\51,370（税抜\46,700）

\770（税抜\700）

デジパックライトコース(新規受付終了） \55,440（税抜\50,400） \3,122（税抜\2,839）

※

STB無

他のコースからの移行は初期費用が16,500円（税抜15,000円）となります。共
聴コースオプション契約として、STB貸与の場合は月額550円（税抜500円）/台
追加となります。ファミ録たく録り（HDD内蔵STB）貸与の場合はSTB貸与の場
合の月額550円（税抜500円）/台に加えて月額990円（税抜900円）/台が追加と
なります。

STB無

放送サービス、インターネット接続サービス、電話サービスのセット
コースとなります。
放送サービス：地上・BSデジタル共にパススルー方式で提供します。
インターネット接続サービス（インターネット接続サービス契約約
款）：通信速度は上下100Mbpsのベストエフォート方式です。
電話サービス：ひかりdeトークS（ソフトバンク系列：ひかりdeトーク
（S）契約約款）及びケーブルプラス電話（KDDI系列：ケーブルプラス電
話契約約款）から選択できます。
ケーブルプラス電話を選択した場合の月額利用料は\7,161（税抜
\6,510）となりますが新セット割引（\913（税抜\830））を適用し
\6,248（税抜\5,680）での提供となります。
建物の形状やサービスエリアの関係上一部提供できない場合がございま
す。予めご了承ください。

STB無

ライトコースオプション契約として、STB貸与の場合は月額550円（税抜500円）/台追加となります。

最低利用
期間

12ヶ月

STB有（1台）

月額利用料金にNHK受信料は含まれておりません。

※ 初期費用及び契約内容変更時には別途880円（税抜800円）の事務手数料がかかります。
※

集合住宅(2以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸または分譲住宅で当社が判断するもの）につきましては、大家様、管理会社様が窓口となり
ご契約（集合一括契約）いただくことにより割引いたします。詳細につきましてはお問い合わせください（フリーダイヤル0120-696-942）

※
※1

ライトコースは当社指定エリア対象のサービスとなります。対象エリアは当社ホームページにて掲示いたします。（https://www.thn.ne.jp/)
FTTHサービス未提供地域ではこの限りではありません。

追加契約

初期費用
（一時金）

月額利用料
１台目

月額利用料
２台目以降

備考

デジパックビック（新規受付終了）

\4,070（税抜\3,700） \3,630（税抜\3,300）
※ \3,080（税抜\2,800） ※ひかりテレビプラスをご選択時のみ適用となります。

デジパックベーシック（新規受付終了）

※ \1,870（税抜\1,700） ※ひかりテレビプラスをご選択時のみ適用となります。
\4,070（税抜\3,700） \2,508（税抜\2,280）

デジタル移行コース（新規受付終了） \4,070（税抜\3,700）

―

デジパックスモール（新規受付終了） \4,070（税抜\3,700）

\550（税抜\500）※

デジパックライト（新規受付終了）

\702（税抜\639）

※

\4,070（税抜\3,700）

\660（税抜\600）

旧アナログ基本コース・旧デジタル基本コース・旧デジパックミニコースにご
加入いただいていたお客様が対象です。平成28年12月31日までの受付となりま
す。

\550（税抜\500）

※ひかりテレビプラスをご選択時のみ適用となります。

最低利用
期間

12ヶ月

\1,320（税抜\1,200）

デジパック各コース（ビック・ベーシックコース・デジタル移行・スモール）いずれかへのご加入が必要です。

※ 初期費用及び契約内容変更時には別途880円（税抜800円）の事務手数料がかかります。
※

デジパックを複数台ご契約いただいた場合はデジパックの上位を基本契約（ひかりテレビプラスコース選択時には月額利用料1台目を適用）とし、その他を
2台目以降料金として算定いたします。但し、デジパックライトに関しては、デジパックライトが複数台契約された場合のみ、その2台目以降料金を適用いたします。
月額利用料金算定例
○デジパックビック（ＳＴＢ1台）+デジパックベーシック（ＳＴＢ1台）をご契約の場合
￥6,050（税抜￥5,500）（デジパックビックコース月額利用料金）+￥1,870（税抜￥1,700）（デジパックベーシック2台目以降料金）＝￥7,920（税抜￥7,200）/月
○デジパックビック（ＳＴＢ1台）+デジパックベーシック2契約（ＳＴＢ2台）を契約の場合
￥6,050（税抜￥5,500）（デジパックビックコース月額利用料金）+￥1,870（税抜￥1,700）（デジパックベーシック2台目以降料金）+￥1,870（税抜￥1,700）（デジパックベーシック2台目以降料金）＝￥9,790（税抜￥8,900）/月

追加契約（旧(有)シオヤエリア）

初期費用
（一時金）

月額利用料
１台目

月額利用料
２台目以降

デジパックビック（新規受付終了）

\4,070（税抜\3,700） \3.630（税抜\3,300） \3,080（税抜\2,800）

デジパックベーシック（新規受付終了）

\4,070（税抜\3,700） \2,508（税抜\2,280） \1,870（税抜\1,700）

備考

最低利用
期間

12ヶ月

※別途旧有限会社シオヤとの基本契約が必要となります。

オプション契約

初期費用
（一時金）

月額利用料
１台目

月額利用料
２台目以降

備考

最低利用
期間

ファミ録ブルーレイ（新規受付終了） \5,170（税抜\4,700） \1,650（税抜\1,500） \1,650（税抜\1,500） ブルーレイディスクドライブ/HDD内蔵STB（1TB）となります。

ファミ録Ａｉｒ（新規受付終了）

\5,170（税抜\4,700） \1,045（税抜\950） \1,045（税抜\950） HDD内蔵STB（１TB)となります。

ファミ録たく録り（新規受付終了）

\5,170（税抜\4,700）

\990（税抜\900）

\990（税抜\900）

HDD内蔵STB（１TB)となります。

ファミ録（新規受付終了）

\5,170（税抜\4,700）

\990（税抜\900）

\990（税抜\900）

HDD内蔵STB（250GB）となります。

※

デジパック各コース（ビック・ベーシックコース・デジタル移行・スモール）いずれかへのご加入が必要です。

※ 初期費用及び契約内容変更時には別途880円（税抜800円）の事務手数料がかかります。

【その他】
※

冊子版番組ガイドを送付希望の方は別途有料となります。料金は１冊220円（税抜200円）/月となります。

12ヶ月

セレクトチャンネル（有料チャンネル）（新規受付終了）
初期費用
（一時金）

月額利用料
1契約につき

スターチャンネル１・２・３（３チャンネルセット）

－

\2,530（税抜\2,300）

セレクトチャンネル

備考

ＫＮＴＶ

－

\3,300（税抜\3,000）

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

－

\1,100（税抜\1,000）

グリーンチャンネル・グリーンチャンネル２

－

\1,320（税抜\1,200）

東映チャンネル

－

\1,650（税抜\1,500）

衛星劇場

－

\1,980（税抜\1,800）

J ＳＰＯＲＴＳ ４

－

\1,430（税抜\1,300）

SPEEDチャンネル

－

\990（税抜\900）

アニメシアターX（AT-X)

－

\1,980（税抜\1,800）

ファミリーセレクト（４チャンネルセット）

－

\2,420（税抜\2,200）

ファミリー劇場・スーパー！ドラマTV・ヒストリーチャンネル・囲碁・将棋チャンネルのセットコースとなります。

FOXセレクト（４チャンネルセット）

－

\2,420（税抜\2,200）

FOX HD・ナショナル ジオグラフィック チャンネル・FOXCRIME・FOXムービープレミアムのセットコースとなります。

ニュース&エンタメ セレクト（４チャンネルセット）

－

\2,420（税抜\2,200）

日経CNBC・BBCワールドニュース・MTV・アジアドラマチックTVのセットコースとなります。

プレイボーイチャンネル

－

\2,750（税抜\2,500）

レッドチェリー

－

\2,750（税抜\2,500）

チェリーボム

－

\2,530（税抜\2,300）

レインボーチャンネル

－

\2,530（税抜\2,300）

ミッドナイト・ブルー

－

\2,530（税抜\2,300）

パラダイステレビ

－

\2,200（税抜\2,000）

プラチナアダルトセット

－

\3,300（税抜\3,000）

ﾌﾟﾚｲﾎﾞｰｲﾁｬﾝﾈﾙ・ﾚｯﾄﾞﾁｪﾘｰ・ﾁｪﾘｰﾎﾞﾑのｾｯﾄｺｰｽとなります。

ゴールデンアダルトセット

－

\3,300（税抜\3,000）

ﾚｲﾝﾎﾞｰﾁｬﾝﾈﾙ・ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ・ﾌﾞﾙｰ・ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽﾃﾚﾋﾞのｾｯﾄｺｰｽとなります。

WOWOWプライム・ライブ・シネマ（３チャンネルセット）

－

\2,530（税抜\2,300）

別途、株式会社WOWOWとの加入契約が必要になります。

※

セレクトチャンネルをご利用いただくにはSTBの取付が必要となります。

※

ＷＯＷＯＷは甲の加入契約以外に、株式会社ＷＯＷＯＷとの間で別途加入契約が必要になります。

新規受付終了

各種料金表
領収書、請求書、料金明細書等発行 1通各￥110（税抜￥100）/月

契約事務手数料

手数料

発行月の翌月にご請求となります。

￥880（税別￥800） 初期費用及び契約内容変更時には別途事務手数料がかかります。

サービス解約時

\3,630（税抜\3,300）

機器解約時

\2,090（税抜\1,900）

名義変更

\5,500（税抜\5,000）

コース変更

\1,100（税抜\1,000） コース内容（STBの有無）により別途STB取付・取り外しに費用がかかります。

Ｂ－ＣＡＳ、Ｃ－ＣＡＳカード再発行
（交換・紛失・破損時）

各￥3,300（税抜￥3,000）/枚

ＳＴＢリモコン費用
（交換・紛失・破損時）

￥3,000/台（不課税）

基本出張料金

\5,500（税抜\5,000） 当社設置リース機器の不良、及び当社の機器（宅外）の不良については出張費は頂きません。

ブースター（CATV用）取付

\5,500（税抜\5,000） 部材代（ブースター）＋取付費（一般住宅用利得30dB相当、集合用ブースターは除く） ※別途基本出張料金がかかります。

BS混合ブースター取付

\11,000（税抜\10,000） 部材代（BS混合ブースター）＋取付費（一般住宅用利得30dB相当、集合用ブースターは除く）

同軸ケーブル2分配

\1,650（税抜\1,500） 部材代（2分配器）＋取付費

※別途基本出張料金がかかります。

同軸ケーブル3分配

\2,200（税抜\2,000） 部材代（3分配器）＋取付費

※別途基本出張料金がかかります。

追加工事費 同軸ケーブル4分配

\3,300（税抜\3,000） 部材代（4分配器）＋取付費

※別途基本出張料金がかかります。

同軸ケーブル6分配

\4,400（税抜\4,000） 部材代（6分配器）＋取付費

※別途基本出張料金がかかります。

同軸ケーブル8分配

\4,400（税抜\4,000） 部材代（8分配器）＋取付費

※別途基本出張料金がかかります。

宅内配線

露出配線時の金額、壁内隠ぺい工事及びモール使用の場合は別途費用必要（宅内の形状によっては隠ぺい工事は不可
\440（税抜\400）/ｍ の可能性もあります。） ※別途基本出張料金がかかります。

HDMIケーブル

\2,200（税抜\2,000） 1.5m

特殊工事
機器代

STBオプションリモコン
ＳＴＢ

※別途基本出張料金がかかります。

※別途基本出張料金がかかります。

別途見積
￥3,300（税抜￥3,000）

\20,000（不課税） 貸与ＳＴＢの未返却、利用者の責に帰すべき事由による紛失・故意による破損時

機器損害金 4K放送対応STB（4K HDD-STB） \40,000（不課税） 4K放送対応STBの未返却、利用者の責に帰すべき事由による紛失・故意による破損時
ブルーレイディスクドライブ/HDD内蔵STB

違約金

最低利用期間違約金

\80,000（不課税） ブルーレイディスクドライブ/HDD内蔵STBの未返却、利用者の責に帰すべき事由による紛失・故意による破損時
右記（不課税）

最低利用
期間

解約月翌月以降の月額利用料金×残月数（最大12ヶ月）

最大30,000円

3ヶ月

