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愛媛 CATV 契約約款～ケーブルテレビサービス篇～ 

 

 株式会社愛媛 CATV（以下「当社」といいます。）と当社が提供するサービスを受けるもの（以下「契

約者」といいます。）との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。 

     

第１条 （当社の行う業務） 

当社は次項に定めるそれぞれの業務区域内の契約者に次の業務を提供します。 

    (1) 放送事業者のテレビジョン放送（多重放送を含む）、ラジオ放送（FM およびデジタル放送）

及びデジタルデータ放送を有線により同時再送信する業務。 

(2) 基本利用料で視聴できる自主放送番組を有線により放送する業務。 

(3) 基本利用料以外に別料金で視聴できる自主放送番組（以下「オプションチャンネル」といい

ます。）を有線により放送する業務。 

(4) 上記業務に付帯する業務。 

  2. 当社は次のとおり業務区域を定めます。 

    (1) 光ハイブリッドサービスエリア 

(2) 東温市光ファイバーサービスエリア 

(3) 松山市久谷地区光ファイバーサービスエリア 

(4) 南宇和郡愛南町光ファイバーサービスエリア 

(5) 松山市浅海・立岩地区光ファイバーサービスエリア 

(6) 愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光サービスエリア 

  3. 当社は前項のそれぞれの業務区域毎に、別に定める料金表に従い業務を提供します。 

 

第２条 （契約の単位） 

    加入契約は、１引込線（引込線及び保安器または回線終端装置（以下「回線終端装置等」といい

ます。））ごとに締結することを原則とします。この場合、西日本電信電話株式会社及び南宇和郡

愛南町（以下「公共機関等」といいます。）が引込線及び回線終端装置等を設置する場合につい

ても同様とします。 

  2. １引込線に複数の世帯・企業等が接続される場合は、各世帯・企業ごとに締結するものとします。 

  3. 業務目的で、あるいは継続的に当社の提供するサービスを不特定または多数の人が視聴できるよ

うに受信機を設置する場合、若しくは定められた受信機台数を超えた台数で視聴する場合、当社

との別段の取決めまたは承諾が必要です。 

 

第３条 （契約の成立） 

    加入契約の成立は、加入申込者が当社のそれぞれの業務区域に応じた所定の申込書を提出し、当

社がこれを承諾した時とします。ただし、公共機関等が引込線及び回線終端装置等を設置する場

合については、加入申込者は、別途、公共機関等へ所定の申込書を提出し、これの承諾を得るも

のとします。この場合、別途、公共機関等の定める規定がある場合には、これに従うものとし、

以下、引込線及び回線終端装置等の規定を含むものについては同様とします。 
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  2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には申込みを承諾しないことができるもの

とします。 

    (1) 当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。 

(2) 加入申込者が、当社の定める業務区域と異なる業務区域のサービスに申込みをした場合。 

(3) 加入申込者が、当社が別に定める料金表に記載のある条件を満たさずに申込みをした場合。 

(4) 加入申込者が、当社が別に定める料金表に記載のないサービスに申込みをした場合。 

(5) 加入申込者が自己に課せられた責務の履行を怠ったことがあるなど本約款上要請される金員

の支払いを怠るおそれがあると認められる場合。 

(6) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・

記入漏れ等をいいます。) がある場合。 

(7) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがあると認められる場合。 

(8) 加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない

場合。 

(9) 料金等の支払いについて、当社が定める方法に同意が得られない場合。 

(10) 愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光サービスにおいて、西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日

本」といいます。）の提供するフレッツ光伝送サービスを利用していないまたは利用を停止

する場合。 

(11) 加入申込者が、当社が別に適用する特約を不当に利用するおそれがあると認められる場合。 

(12) 加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合。 

(13) その他、当社の業務に著しい支障がある場合。 

(14) 約款および別に定める規定等に、特段の定めがある場合。 

(15) 前号までの理由で当社が申込を承諾しなかった加入申込者の代理として加入申込を行って

いると思われる場合。 

  3. 当社は、契約成立後であっても前項の内容に相当する場合、若しくはこの約款に違反する行為を

確認した場合、その契約を解除することができるものとします。この場合、当社は本約款の規定

以外に、別に定める解約手数料等の規定を適用できるものとします。 

 

第４条 （加入申込みの解除等） 

    加入申込者は、加入申込みを解除しようとするときは、申込みの日から８日の間、書面で当社に

通知することにより申込みを解除又は、取り消すことができます。ただしこの場合、引込線工事、

屋内工事のいずれかが施工済みの場合、若しくはその両方が施工済みの場合はそれぞれの工事料

を負担するものとします。尚、契約料を支払い済の場合はその契約料の払い戻しを行います。 

 

第５条 （最低利用期間） 

    加入契約には、1年間の最低利用期間があります。 

  2. 当社は、契約者より最低利用期間が満了する前に契約の解除の申し出があったときには、当該契

約者に対して別に定める解約手数料を請求することができるものとします。なお、加入契約の解

除に関しては第２１条の規定によるものとします。 
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第６条 （契約料）  

    契約者は、当社が別に定める料金表に従い、契約料を支払うものとします。  

  2. 契約者は、屋内工事が完了したとき、若しくはホームターミナル（以下「HT」といいます。）ま

たはセットトップボックス（以下「STB」といいます。）の引き渡しが行われたときに契約料を

支払うものとします。  

  

第７条 （基本利用料）  

    契約者は、屋内工事が完了した日、若しくは HT，STB の引き渡しが行われた日の属する月の翌

月から、当社が別に定める料金表に従い、利用料を定める期日に指定金融機関の契約者口座から

自動振替するものとします。  

  2. 利用料の計算の開始はサービスを受けた日から起算して、その契約の解除があった日の属する月

の月末日までの期間について、当社が提供するサービスの態様に応じて料金表に規定する料金の

支払いを要します。 

  3. 社会経済情勢の事由により、総務大臣に届出た上で利用料金の改定を行うことがあります。  

  4. 当社の設定した契約料・利用料には、ＮＨＫの受信料（ＮＨＫの衛星放送受信料も含む。）は含ま

れておりません。従って、ＮＨＫと受信契約を締結していない契約者は、別途、ＮＨＫと所定の

受信契約を結んでいただくことになります。  

  5. 当社の設定した契約料・利用料には、ＷＯＷＯＷの契約料、受信料は含まれておりません。従っ

て、ＷＯＷＯＷの視聴を希望する契約者は、別途、ＷＯＷＯＷと所定の受信契約を結んでいただ

くことになります。 

  6. 当社の設定した契約料・利用料には、ＮＴＴ西日本の提供するフレッツテレビ伝送サービスの契

約料、利用料は含まれておりません。従って、愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光サービスでの視聴を希

望する契約者は、別途、ＮＴＴ西日本と所定の契約を結んでいただくことになります。 

 

第８条 （特別料金）  

    第１条 1 項 3号に定めるサービスを受ける契約者は、第６条・第７条の規定による契約料・利用

料に加えて、別に定める料金表に従い特別料金を支払うものとします。  

  2. オプションチャンネルの視聴の申込みは、STB 毎・チャンネル毎・月毎の契約とします。  

  3. 料金の支払いは、第７条１項に準ずるものとします。  

  

第９条 （HT の貸与）  

    HT（アナログ放送を受信するために必要な機器）は、当社の所有とし、契約者に貸与します。

ただし、HT にセットされているリモコン等付属品については契約者に委譲するものとします。 

  

第１０条 （STB の貸与）  

    契約者にて別途購入した STB（デジタル放送を受信するために必要な機器）を除く STB は、当

社の所有とし、契約者に貸与します。ただし、当社の所有する STB にセットされているリモコ
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ン等付属品については契約者に委譲するものとします。 

  2. 契約者は、当社が別に定める料金表に従い、必要に応じて STB を別途購入することができるも

のとします。 

  3. 契約者は、当社が必要に応じて行う STB のバージョンアップ作業の実施に同意するものとしま

す。  

 

第１１条 （延滞利息）  

    契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支払

いがない場合には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年１４．６％

（１年を３６５日とします。）の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日

までに支払うものとします。 

ただし、支払期日の翌日から起算して１０日以内に支払いがあった場合は、この限りでありませ

ん。  

  

第１２条 （設備の設置及び費用の負担）  

    当社が行う業務に必要な設備（放送センター、伝送路設備）の設置に要する費用は、当社が負担

し、これを所有又は管理します。  

  2. 引込線の設置に要する費用は、契約者が負担し、当社がこれを所有又は管理します。 

  3. 引込線を設置するにあたり、当社の施工基準を超えるものである場合、その費用は契約者が負担

し、当社がこれを所有又は管理します。  

  4. 前項の工事並びに保守については、当社または当社の指定する業者が行います。  

  5. 契約者は、契約者の設備（回線終端装置等の出力端子以降の設備）の設置に要する費用を負担し、

これを所有します。  

  6. 上項の工事については当社または当社の指定する業者が行い、保守管理については契約者が行う

ものとします。  

 

第１３条 （既存の受信設備並びに画像品質）  

    契約者が設置している既存の受信設備は、原則としてそのまま残置するものとします。  

  2. 契約者が、既存の受信設備で視聴する場合、その画像の品質の変化について、当社は関知しない

ものとします。  

  

第１４条 （設置場所の提供等）  

    契約者が所有または占有する敷地、建物、構築物等において、当社が所有又は管理する引込線等

設備（引込線、回線終端装置等）を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していた

だきます。  

  2. 当社または当社の指定する業者が引込線等設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事を行う場合に

は、当社または当社の指定する工事業者は予め契約者に対し工事内容を説明した上で、当該工事

を実施することを原則とします。 
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その際に契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得な

い理由によるものである場合を除きその損害は当社が賠償するものとします。  

  3. 当社が加入契約に基づいて設置する HT、STB、回線終端装置等に必要な電気料は契約者が負担

するものとします。  

  4. 契約者は、引込線等設備の設置について、地主、家主、その他利害関係人があるときは、予め承

諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負い、当社は関知しないものとします。  

  

第１５条 （設置場所の変更）  

    契約者が、契約者の事由（転居等）により引込線等設備の移転を行う場合は、第 1 条 2 項にある

同一の業務区域内で、なおかつ配線方法が当社の定める施工基準を満たす場合に限りその移転を

認めますが、その移転に要する工事料は契約者が負担するものとします。  

 

第１６条 （故障）  

    当社は、契約者から当社が提供するサービスに異常がある旨の申し出があった場合、これを調査

し、必要な措置を講ずるものとします。  

  2. 異常の原因が契約者の設備による場合、その調査と修復に要する費用を契約者が負担するものと

します。  

  3. 契約者は、故意又は過失により、当社が所有又は管理する設備に故障を生じさせた場合は、その

調査と修復に要する費用を負担するものとします。  

  4. HT または STB の付属品（リモコン等）に故障が生じた場合は、新しい付属品と交換することと

し、その交換費用は契約者が負担するものとします。  

  

第１７条 （保守責任及び免責事項）  

    当社は、当社が所有又は管理する設備の維持管理責任を負うものとします。ただし、契約者は、

維持管理の必要上、サービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。  

  2. 当社が放送を月のうち半分以上行うことがなかった場合、契約者は当該月分の利用料の支払いを

要しないものとします。  

  3. 当社が所有又は管理する設備の保守責任範囲は回線終端装置等の出力端子までとします。ただし

貸与した HT または STB については、当社の責任とします。（ただし契約者にて購入した STB、

並びに付属品は除きます。）  

  4. 回線終端装置等の出力端子以降の契約者側の設備並びに契約者の受信機に起因する事由により、

当社の行うサービスに支障が生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。  

  5. 当社は、次の各号に起因することにより、第１条に定めるサービスの提供に支障が生じることが

あっても、その責任を負わないものとします。  

    (1) 天災、事変その他の事態のとき。  

(2) 第三者が故意又は過失により、当社が所有又は管理する設備に損傷を与えたとき。  

(3) その他やむを得ない事由のとき。 

  6. 録画機能付き STB の利用について、STB 本体の不具合や毀損および紛失等の原因により録画機
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能及び録画物の再生機能に不具合が生じた場合、当社はこれらにより生じた損害について一切の

責任を負わないものとします。また契約者は設置位置の変更、故障、サービスの解除などにより、

機器の交換や撤去を行う場合においては、STB に記録された録画物に関る一切の権利は放棄する

ものとします。 

  7. 愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光サービスの利用については、前各号に合わせて、別途、ＮＴＴ西日本

の定めるフレッツテレビ伝送サービスの規定に従うものとします。尚、契約者が、この規定に違

反し、当社の行うサービスに支障が生じた場合、当社はその責任を負わないものとします。 

 

第１８条 （名義変更）  

    契約者は、相続の場合以外その名義を変更することができません。  

  

第１９条 （契約者の義務）  

    契約者は、次のことを遵守するものとします。  

    (1) 当社が所有又は管理する設備を改変、移動・取り外しをしないこと。  

(2) 当社が貸与する HT または STB は責任を持ってこれを管理・保管し、変更・分解又は損壊し

ないこと。  

(3) 加入契約に基づいた数量以外の受信機等を接続して視聴しないこと。これに違反したときは、

視聴を始めた期日にさかのぼり相当の利用料を支払うものとします。  

(4) 契約者は加入契約に基づいて設置した設備を別世帯に無断に分配・延長・移転・又貸しない

こと。尚、世帯とは住居及び生計を共にする者の集まり、または独立して住居若しくは生計

を維持する単身者とします。これに違反したときは、視聴を始めた期日にさかのぼり相当の

利用料を支払うものとします。  

  2. 契約者は、前項の規定に違反して、設備を亡失又は損壊したときは、当社が指定する期日までに

その補充・修理その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。  

  

第２０条 （サービスの休止） 

    契約者は当社が提供するサービスを一時的に休止しようとする場合は、当社が定める一定期間内

において、サービスの休止ができるものとします。  

  2. サービスを休止する場合、契約料の払い戻しはいたしません。  

  3. サービスを休止する場合、契約者は第７条の規定による料金を支払うものとします。ただし、前

納している場合は第７条の規定にかかわらず、休止の月の翌月以降の分について払い戻すものと

します。  

  4. サービスを休止する場合、当社は、当社が所有又は管理する設備を撤去することを原則とします。

同時に第１条にある業務を停止します。この場合、契約者が所有する設備又は占有する敷地・建

物・構築物・テレビ受信設備等の復旧に関しては当社は関知しないものとします。  

  5. 休止後、サービスの復活をする場合は、契約者は、当社にその旨を申し出るものとします。尚、

当社は申し出により、サービスの提供に必要な措置（引込線工事・屋内工事、HT または STB の

取付工事等）を行いその費用は、契約者が負担するものとします。  
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  6. 愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光サービスの休止については、前各号に合わせて、別途、ＮＴＴ西日本

の定めるフレッツテレビ伝送サービスの規定に従うものとします。 

  

第２１条 （加入契約の解除）  

    契約者は、加入契約を解除しようとする場合は、速やかに当社にその旨を申し出るものとします。 

  2. 契約を解除する場合、契約料の払い戻しはいたしません。 

  3. 契約を解除する場合、契約者は、第７条の規定による料金を支払うものとします。ただし、前納

している場合は、第７条の規定にかかわらず、解除の月の翌月以降の分について払い戻すものと

します。 

  4. 契約を解除する場合、当社は、当社が所有又は管理する設備を撤去することを原則とします。同

時に第１条にある業務を停止します。この場合、契約者が所有する設備又は占有する敷地・建物・

構築物・テレビ受信設備等の復旧に関しては、当社は関知しないものとします。 

  5. 愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光サービスの契約を解除する場合は、前各号に合わせて、別途、ＮＴＴ

西日本の定めるフレッツテレビ伝送サービスの規定に従うものとします。 

 

第２２条（Ｂ‐ＣＡＳカードおよびＣ‐ＣＡＳカードの取扱いについて）  

   Ｂ-ＣＡＳカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシス

テムズの「Ｂ-ＣＡＳカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。 

  2. Ｃ-ＣＡＳカードは当社に帰属し、Ｃ-ＣＡＳカードを必要とするＳＴＢを利用する契約者にＳＴ

Ｂ1 台に付き 1 枚のＣ-ＣＡＳカードを当社より貸与するものとし、ＳＴＢの加入契約終了時は、

Ｃ-ＣＡＳカードを当社に返還するものとします。また、当社は必要に応じて、契約者にＣ-ＣＡ

Ｓカードの交換および返還を請求できるものとします。 

  3. 当社の手配による以外のデータ追加・変更・改竄は禁止し、それらが行われたことによる当社お

よび第三者に及ぼされた損害・利益損失は契約者が賠償するものとします。また、Ｃ-ＣＡＳカー

ドを契約者が破損または紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。 

 

第２３条 （契約者の義務違反による停止及び解除）  

    契約者が、利用料金等の支払いを２カ月以上遅延又は本約款に違反する行為があった場合、当社

は、サービスの提供の停止及び加入契約の解除ができるものとします。ただし、サービス停止し

た場合でも、サービス利用料金は継続して発生いたします。 

  2. 前項に基づき加入契約が解除された場合、契約料・工事料等の払い戻しは行わないものとします。  

  

第２４条 （工事の遅延承諾） 

    加入申込者が所定の手続きを行い、当社がこれを承諾した後に、当社が行う工事が諸般の事情で

遅延する場合は、契約者はこれを承諾するものとします。 

  

第２５条 （放送内容の変更）  

    当社は、放送内容を変更できるものとします。この場合、当社は一切の責任を負いません。 
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第２６条 （約款の改正） 

    当社は、総務大臣に届出た上で、この約款を改正できるものとします。この場合、契約者は変更

後の約款の適用を受けます。 

  

第２７条 （定めなき事項） 

    この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・

解決に努めるものとします。  

  

 

付則  

1 当社は、特に必要があるときは、特約を適用するものとします。 

2 集合住宅の一括加入、一定地区の集団加入、ホテル等の業務用加入の契約については、別に

定めるものとします。  

 

 この改正規定は平成２６年４月１日から施行します。  
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光ハイブリッドサービスエリア料金表 

1.契約料 

内 容 契約料金 

1 契約につき 30,000 円 （税抜価格） 

 

2.引込工事料 

内 容 標準料金 

1 引込線につき 15,000 円 （税抜価格） 

※当社の施工基準(引込線長４０m)を超えるものについては実費負担頂きます。 

 

3.屋内工事(契約者の設備工事)  

内 容 標準料金 

テレビ 1 台目につき 15,000 円 （税抜価格） 

テレビ 2 台目以降 5,000 円 （税抜価格）／台 

※上記屋内工事料金は標準工事（露出配線）の場合の料金です。施工方法や建物形状などにより追加費用が発生した場合は

実費負担頂きます。 

 

4.契約者設備の点検・補修料・・・実費 

 

5.その他の工事料・・・実費 

 

6.基本利用料（月毎） 

（1） STB なしの月額基本利用料 

ハード 

ソフト 
STB なし 

ミニ 

月額 1,800 円 

（税抜価格） 

（※1） 

※1 ミニの契約者が、弊社が定めるダブルサービス（ケーブルインターネット若しくはケーブルプラス電話のいずれかとのセット）

を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 1,000 円（税抜価格）を、トリプルサービス（ケーブルインターネットとケーブ

ルプラス電話とのセット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 1,500 円（税抜価格）を、それぞれ値引きます。 

※1 契約者が上記に定める基本料を 1 年分一括して前納する場合は、1 ヶ月分を割引きます。 

※1 上記月額料金には月間番組表購読料は含まれておりません。 

※1 上記月額料金には NHK 受信料は含まれておりません。 

（2） STB1 台目の月額基本利用料 

ハード 

ソフト 

標準 STB 

－ 

HDD-STB 

らく録 

BD&HDD-STB 

らく録ブルーレイ（レンタル） 

ベーシック 月額 2,300 円 月額 3,300 円 月額 4,300 円 
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（税抜価格） （税抜価格） （税抜価格） 

らく録トク選 

 

 

月額 3,900 円 

（税抜価格） 

（※2） 

月額 4,900 円 

（税抜価格） 

（※2）（※3） 

※1 ベーシックの契約者が、弊社が定めるダブルサービス（ケーブルインターネット若しくはケーブルプラス電話のいずれかとの

セット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 1,000 円（税抜価格）を、トリプルサービス（ケーブルインターネットと

ケーブルプラス電話とのセット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 1,500 円（税抜価格）を、それぞれ値引きま

す。 

※2 らく録トク選の契約者が、弊社が定めるダブルサービス（ケーブルインターネット若しくはケーブルプラス電話のいずれかとの

セット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 200 円（税抜価格）を、トリプルサービス（ケーブルインターネットとケ

ーブルプラス電話とのセット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 500 円（税抜価格）を、それぞれ値引きます。 

※3 らく録ブルーレイ用の STB は、当社よりレンタル若しくは契約者にて別途購入するものとします。尚、契約者にて STB を購入

されている場合には、上記月額料金から 2,000 円（税抜価格）を値引きます。 

※1※2 契約者が、上記に定める基本料を 1 年分一括して前納する場合は、1 ヶ月分を割引きます。 

※1 上記月額料金には月間番組表購読料は含まれておりません。 

※1※2 上記月額料金には NHK 受信料は含まれておりません。 

（3） STB2 台目以降 1 台ごとの月額基本利用料 

ハード 

ソフト 

標準 STB 

－ 

HDD-STB 

らく録 

BD&HDD-STB 

らく録ブルーレイ（レンタル） 

ベーシック 
月額 500 円 

（税抜価格） 

月額 1,500 円 

（税抜価格） 

月額 2,500 円 

（税抜価格） 

（※4） 

らく録トク選 

 

 
月額 3,900 円 

（税抜価格） 

月額 4,900 円 

（税抜価格） 

（※3） 

※4 らく録ブルーレイ用の STB は、当社よりレンタル若しくは契約者にて別途購入するものとします。尚、契約者にて STB を購入

されている場合には、上記月額料金から 2,000 円（税抜価格）を値引きます。 

 

7.特別料金（STB ごと、チャンネルごと、月ごと） 

内 容 料金 

レギュラーセット 月額 1,000円 （税抜価格） 

「イマジカＢＳ・映画」「チャンネルＮＥＣO-ＨＤ」「ＡＸＮ ＨＤ海外ドラマ」「ファミリー

劇場ＨＤ」「キッズステーションＨＤ」「ミュージック・エア」「スペースシャワーＴＶＨ

Ｄ」「スカイ・Ａ sports＋ＨＤ」「エンタメ～テレＨＤ☆シネドラバラエティ」「日テレＮ

ＥＷS２４」「ディズニー・チャンネル」「ディズニーＸＤ」の１２チャンネルセット 

プレミアムセット 月額 1,000 円 （税抜価格）（※5） 

「アジアドラマチックＴＶ★HD」「テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ」「テ

レ朝チャンネル 2 ニュース・スポーツ」「ＴＢＳチャンネル 1」「ＭＯＮＤＯ ＴＶ HD」
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「旅チャンネル HD」「ＡＸＮミステリーHD」「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」「ホームドラマチャンネル HD」「日テレプラス」

「ＭＵＳＩＣ ＯＮ! ＴＶ（エムオン!）HD」「アクトオン TV」「ＣＮＮ／ＵＳ HD」「ディズニ

ー・チャンネル」「ディズニーＸＤ」の１６チャンネルセット 

日本映画専門チャンネル HD 月額 500 円 （税抜価格） 

時代劇専門チャンネル HD 月額 700 円 （税抜価格） 

釣りビジョン HD 月額 1,200 円 （税抜価格） 

日経ＣＮＢＣ HD 月額 900 円 （税抜価格） 

ＩＭＡＧＩＣＡ ＢＳ 月額 600 円 （税抜価格） 

エンタメ～テレ HD☆シネドラバラエティ 月額 600 円 （税抜価格） 

ミュージック・エア 月額 600 円 （税抜価格） 

MUSIC Japan TV HD 月額 400 円 （税抜価格） 

アジアドラマチック TV★HD 月額 600 円 （税抜価格） 

テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・ア

ニメ 

月額 600 円 （税抜価格） 

テレ朝チャンネル 2 ニュース・スポーツ 月額 600 円 （税抜価格） 

ＴＢＳチャンネル 1 月額 600 円 （税抜価格） 

ＴＢＳニュースバード HD 月額 900 円 （税抜価格） 

ＣＮＮ／ＵＳ HD 月額 1,600 円 （税抜価格） 

Ｍｎｅｔ HD 月額 2,000 円 （税抜価格） 

ＫＮＴＶ HD 月額 3,600 円 （税抜価格） 

AT-X HD!  月額 1,800 円 （税抜価格） 

アクトオンＴＶ 月額 500 円 （税抜価格） 

東映チャンネル HD 月額 1,500 円 （税抜価格） 

衛星劇場 HD 月額 1,800 円 （税抜価格） 

フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミアム 月額 1,000 円 （税抜価格） 

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ HD 月額 1,300 円 （税抜価格） 

ＳＰＥＥＤチャンネル１ 月額 900 円 （税抜価格） 

ＳＰＥＥＤチャンネル１，２セット 月額 1,200 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

グリーンチャンネル１，２HD 月額 1,200 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

ＦＯＯＤＩＥＳ TV HD 月額 500 円 （税抜価格） 

歌謡ポップスチャンネル HD 月額 800 円 （税抜価格） 

スカイ・A sports＋HD 月額 1,000 円 （税抜価格） 

ホームドラマチャンネル HD 月額 600 円 （税抜価格） 

パチンコ★パチスロ TV!HD 月額 1,000 円 （税抜価格） 

V☆パラダイス HD 月額 700 円 （税抜価格） 

デジタルＷＯＷＯＷ（３ｃｈセット） 月額 2,300 円 （税抜価格）「WOWOWプライム」「WOWOWライブ」「WOWOWシネ
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マ」の３チャンネルセット 

スター・チャンネル（３ｃｈセット） 月額 2,000 円 （税抜価格）「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」の３チャンネルセット 

レインボーチャンネル HD 月額 2,300 円 （税抜価格） 

プレイボーイチャンネル HD 月額 2,500 円 （税抜価格） 

チャンネル・ルビー 月額 2,500 円 （税抜価格） 

プレイボーイ＋ルビーセット 月額 3,000 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

※5 らく録ブルーレイレギュラーをご利用の方は、上記月額料金から 500 円（税抜価格）を値引きます。 
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東温市光ファイバーサービスエリア料金表 

1.契約料 

内 容 契約料金 

1 契約につき 30,000 円 （税抜価格） 

 

2.引込工事料 

内 容 標準料金 

1 引込線につき 15,000 円 （税抜価格） 

※当社の施工基準(引込線長４０m)を超えるものについては実費負担頂きます。 

 

3.屋内工事(契約者の設備工事)  

内 容 標準料金 

テレビ 1 台目につき 15,000 円 （税抜価格） 

テレビ 2 台目以降 5,000 円 （税抜価格）／台 

※上記屋内工事料金は標準工事（露出配線）の場合の料金です。施工方法や建物形状などにより追加費用が発生した場合は

実費負担頂きます。 

 

4.契約者設備の点検・補修料・・・実費 

 

5.その他の工事料・・・実費 

 

6.基本利用料（月毎） 

（1） STB なしの月額基本利用料 

ハード 

ソフト 
STB なし 

ミニ 

月額 1,800 円 

（税抜価格） 

（※1） 

※1 ミニの契約者が、弊社が定めるダブルサービス（ケーブルインターネット若しくはケーブルプラス電話のいずれかとのセット）

を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 1,000 円（税抜価格）を、トリプルサービス（ケーブルインターネットとケーブ

ルプラス電話とのセット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 1,500 円（税抜価格）を、それぞれ値引きます。 

※1 契約者が上記に定める基本料を 1 年分一括して前納する場合は、1 ヶ月分を割引きます。 

※1 上記月額料金には月間番組表購読料は含まれておりません。 

※1 上記月額料金には NHK 受信料は含まれておりません。 

（2） STB1 台目の月額基本利用料 

ハード 

ソフト 

標準 STB 

－ 

HDD-STB 

らく録 

BD&HDD-STB 

らく録ブルーレイ（レンタル） 

ベーシック 月額 2,300 円 月額 3,300 円 月額 4,300 円 
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（税抜価格） （税抜価格） （税抜価格） 

らく録トク選 

 

 

月額 3,900 円 

（税抜価格） 

（※2） 

月額 4,900 円 

（税抜価格） 

（※2）（※3） 

※1 ベーシックの契約者が、弊社が定めるダブルサービス（ケーブルインターネット若しくはケーブルプラス電話のいずれかとの

セット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 1,000 円（税抜価格）を、トリプルサービス（ケーブルインターネットと

ケーブルプラス電話とのセット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 1,500 円（税抜価格）を、それぞれ値引きま

す。 

※2 らく録トク選の契約者が、弊社が定めるダブルサービス（ケーブルインターネット若しくはケーブルプラス電話のいずれかとの

セット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 200 円（税抜価格）を、トリプルサービス（ケーブルインターネットとケ

ーブルプラス電話とのセット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 500 円（税抜価格）を、それぞれ値引きます。 

※3 らく録ブルーレイ用の STB は、当社よりレンタル若しくは契約者にて別途購入するものとします。尚、契約者にて STB を購入

されている場合には、上記月額料金から 2,000 円（税抜価格）を値引きます。 

※1※2 契約者が、上記に定める基本料を 1 年分一括して前納する場合は、1 ヶ月分を割引きます。 

※1 上記月額料金には月間番組表購読料は含まれておりません。 

※1※2 上記月額料金には NHK 受信料は含まれておりません。 

（3） STB2 台目以降 1 台ごとの月額基本利用料 

ハード 

ソフト 

標準 STB 

－ 

HDD-STB 

らく録 

BD&HDD-STB 

らく録ブルーレイ（レンタル） 

ベーシック 
月額 500 円 

（税抜価格） 

月額 1,500 円 

（税抜価格） 

月額 2,500 円 

（税抜価格） 

（※4） 

らく録トク選 

 

 
月額 3,900 円 

（税抜価格） 

月額 4,900 円 

（税抜価格） 

（※3） 

※4 らく録ブルーレイ用の STB は、当社よりレンタル若しくは契約者にて別途購入するものとします。尚、契約者にて STB を購入

されている場合には、上記月額料金から 2,000 円（税抜価格）を値引きます。 

 

7.特別料金（STB ごと、チャンネルごと、月ごと） 

内 容 料金 

レギュラーセット 月額 1,000円 （税抜価格） 

「イマジカＢＳ・映画」「チャンネルＮＥＣO-ＨＤ」「ＡＸＮ ＨＤ海外ドラマ」「ファミリー

劇場ＨＤ」「キッズステーションＨＤ」「ミュージック・エア」「スペースシャワーＴＶＨ

Ｄ」「スカイ・Ａ sports＋ＨＤ」「エンタメ～テレＨＤ☆シネドラバラエティ」「日テレＮ

ＥＷS２４」「ディズニー・チャンネル」「ディズニーＸＤ」の１２チャンネルセット 

プレミアムセット 月額 1,000 円 （税抜価格）（※5） 

「アジアドラマチックＴＶ★HD」「テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ」「テ

レ朝チャンネル 2 ニュース・スポーツ」「ＴＢＳチャンネル 1」「ＭＯＮＤＯ ＴＶ HD」



 

新旧対象 
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「旅チャンネル HD」「ＡＸＮミステリーHD」「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」「ホームドラマチャンネル HD」「日テレプラス」

「ＭＵＳＩＣ ＯＮ! ＴＶ（エムオン!）HD」「アクトオン TV」「ＣＮＮ／ＵＳ HD」「ディズニ

ー・チャンネル」「ディズニーＸＤ」の１６チャンネルセット 

日本映画専門チャンネル HD 月額 500 円 （税抜価格） 

時代劇専門チャンネル HD 月額 700 円 （税抜価格） 

釣りビジョン HD 月額 1,200 円 （税抜価格） 

日経ＣＮＢＣ HD 月額 900 円 （税抜価格） 

ＩＭＡＧＩＣＡ ＢＳ 月額 600 円 （税抜価格） 

エンタメ～テレ HD☆シネドラバラエティ 月額 600 円 （税抜価格） 

ミュージック・エア 月額 600 円 （税抜価格） 

MUSIC Japan TV HD 月額 400 円 （税抜価格） 

アジアドラマチック TV★HD 月額 600 円 （税抜価格） 

テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・ア

ニメ 

月額 600 円 （税抜価格） 

テレ朝チャンネル 2 ニュース・スポーツ 月額 600 円 （税抜価格） 

ＴＢＳチャンネル 1 月額 600 円 （税抜価格） 

ＴＢＳニュースバード HD 月額 900 円 （税抜価格） 

ＣＮＮ／ＵＳ HD 月額 1,600 円 （税抜価格） 

Ｍｎｅｔ HD 月額 2,000 円 （税抜価格） 

ＫＮＴＶ HD 月額 3,600 円 （税抜価格） 

AT-X HD!  月額 1,800 円 （税抜価格） 

アクトオンＴＶ 月額 500 円 （税抜価格） 

東映チャンネル HD 月額 1,500 円 （税抜価格） 

衛星劇場 HD 月額 1,800 円 （税抜価格） 

フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミアム 月額 1,000 円 （税抜価格） 

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ HD 月額 1,300 円 （税抜価格） 

ＳＰＥＥＤチャンネル１ 月額 900 円 （税抜価格） 

ＳＰＥＥＤチャンネル１，２セット 月額 1,200 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

グリーンチャンネル１，２HD 月額 1,200 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

ＦＯＯＤＩＥＳ TV HD 月額 500 円 （税抜価格） 

歌謡ポップスチャンネル HD 月額 800 円 （税抜価格） 

スカイ・A sports＋HD 月額 1,000 円 （税抜価格） 

ホームドラマチャンネル HD 月額 600 円 （税抜価格） 

パチンコ★パチスロ TV!HD 月額 1,000 円 （税抜価格） 

V☆パラダイス HD 月額 700 円 （税抜価格） 

デジタルＷＯＷＯＷ（３ｃｈセット） 月額 2,300 円 （税抜価格）「WOWOWプライム」「WOWOWライブ」「WOWOWシネ
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マ」の３チャンネルセット 

スター・チャンネル（３ｃｈセット） 月額 2,000 円 （税抜価格）「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」の３チャンネルセット 

レインボーチャンネル HD 月額 2,300 円 （税抜価格） 

プレイボーイチャンネル HD 月額 2,500 円 （税抜価格） 

チャンネル・ルビー 月額 2,500 円 （税抜価格） 

プレイボーイ＋ルビーセット 月額 3,000 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

※5 らく録ブルーレイレギュラーをご利用の方は、上記月額料金から 500 円（税抜価格）を値引きます。 



 

新旧対象 
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松山市久谷地区光ファイバーサービスエリア料金表 

1.契約料 

内 容 契約料金 

1 契約につき 30,000 円 （税抜価格） 

 

2.引込工事料 

内 容 標準料金 

1 引込線につき 15,000 円 （税抜価格） 

※当社の施工基準(引込線長４０m)を超えるものについては実費負担頂きます。 

 

3.屋内工事(契約者の設備工事)  

内 容 標準料金 

テレビ 1 台目につき 15,000 円 （税抜価格） 

テレビ 2 台目以降 5,000 円 （税抜価格）／台 

※上記屋内工事料金は標準工事（露出配線）の場合の料金です。施工方法や建物形状などにより追加費用が発生した場合は

実費負担頂きます。 

 

4.契約者設備の点検・補修料・・・実費 

 

5.その他の工事料・・・実費 

 

6.基本利用料（月毎） 

（1） STB なしの月額基本利用料 

ハード 

ソフト 
STB なし 

ミニ 

月額 1,800 円 

（税抜価格） 

（※1） 

※1 ミニの契約者が、弊社が定めるダブルサービス（ケーブルインターネット若しくはケーブルプラス電話のいずれかとのセット）

を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 1,000 円（税抜価格）を、トリプルサービス（ケーブルインターネットとケーブ

ルプラス電話とのセット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 1,500 円（税抜価格）を、それぞれ値引きます。 

※1 契約者が上記に定める基本料を 1 年分一括して前納する場合は、1 ヶ月分を割引きます。 

※1 上記月額料金には月間番組表購読料は含まれておりません。 

※1 上記月額料金には NHK 受信料は含まれておりません。 

（2） STB1 台目の月額基本利用料 

ハード 

ソフト 

標準 STB 

－ 

HDD-STB 

らく録 

BD&HDD-STB 

らく録ブルーレイ（レンタル） 

ベーシック 月額 2,300 円 月額 3,300 円 月額 4,300 円 
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（税抜価格） （税抜価格） （税抜価格） 

らく録トク選 

 

 

月額 3,900 円 

（税抜価格） 

（※2） 

月額 4,900 円 

（税抜価格） 

（※2）（※3） 

※1 ベーシックの契約者が、弊社が定めるダブルサービス（ケーブルインターネット若しくはケーブルプラス電話のいずれかとの

セット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 1,000 円（税抜価格）を、トリプルサービス（ケーブルインターネットと

ケーブルプラス電話とのセット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 1,500 円（税抜価格）を、それぞれ値引きま

す。 

※2 らく録トク選の契約者が、弊社が定めるダブルサービス（ケーブルインターネット若しくはケーブルプラス電話のいずれかとの

セット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 200 円（税抜価格）を、トリプルサービス（ケーブルインターネットとケ

ーブルプラス電話とのセット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 500 円（税抜価格）を、それぞれ値引きます。 

※3 らく録ブルーレイ用の STB は、当社よりレンタル若しくは契約者にて別途購入するものとします。尚、契約者にて STB を購入

されている場合には、上記月額料金から 2,000 円（税抜価格）を値引きます。 

※1※2 契約者が、上記に定める基本料を 1 年分一括して前納する場合は、1 ヶ月分を割引きます。 

※1 上記月額料金には月間番組表購読料は含まれておりません。 

※1※2 上記月額料金には NHK 受信料は含まれておりません。 

（3） STB2 台目以降 1 台ごとの月額基本利用料 

ハード 

ソフト 

標準 STB 

－ 

HDD-STB 

らく録 

BD&HDD-STB 

らく録ブルーレイ（レンタル） 

ベーシック 
月額 500 円 

（税抜価格） 

月額 1,500 円 

（税抜価格） 

月額 2,500 円 

（税抜価格） 

（※4） 

らく録トク選 

 

 
月額 3,900 円 

（税抜価格） 

月額 4,900 円 

（税抜価格） 

（※3） 

※4 らく録ブルーレイ用の STB は、当社よりレンタル若しくは契約者にて別途購入するものとします。尚、契約者にて STB を購入

されている場合には、上記月額料金から 2,000 円（税抜価格）を値引きます。 

 

7.特別料金（STB ごと、チャンネルごと、月ごと） 

内 容 料金 

レギュラーセット 月額 1,000円 （税抜価格） 

「イマジカＢＳ・映画」「チャンネルＮＥＣO-ＨＤ」「ＡＸＮ ＨＤ海外ドラマ」「ファミリー

劇場ＨＤ」「キッズステーションＨＤ」「ミュージック・エア」「スペースシャワーＴＶＨ

Ｄ」「スカイ・Ａ sports＋ＨＤ」「エンタメ～テレＨＤ☆シネドラバラエティ」「日テレＮ

ＥＷS２４」「ディズニー・チャンネル」「ディズニーＸＤ」の１２チャンネルセット 

プレミアムセット 月額 1,000 円 （税抜価格）（※5） 

「アジアドラマチックＴＶ★HD」「テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ」「テ

レ朝チャンネル 2 ニュース・スポーツ」「ＴＢＳチャンネル 1」「ＭＯＮＤＯ ＴＶ HD」
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「旅チャンネル HD」「ＡＸＮミステリーHD」「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」「ホームドラマチャンネル HD」「日テレプラス」

「ＭＵＳＩＣ ＯＮ! ＴＶ（エムオン!）HD」「アクトオン TV」「ＣＮＮ／ＵＳ HD」「ディズニ

ー・チャンネル」「ディズニーＸＤ」の１６チャンネルセット 

日本映画専門チャンネル HD 月額 500 円 （税抜価格） 

時代劇専門チャンネル HD 月額 700 円 （税抜価格） 

釣りビジョン HD 月額 1,200 円 （税抜価格） 

日経ＣＮＢＣ HD 月額 900 円 （税抜価格） 

ＩＭＡＧＩＣＡ ＢＳ 月額 600 円 （税抜価格） 

エンタメ～テレ HD☆シネドラバラエティ 月額 600 円 （税抜価格） 

ミュージック・エア 月額 600 円 （税抜価格） 

MUSIC Japan TV HD 月額 400 円 （税抜価格） 

アジアドラマチック TV★HD 月額 600 円 （税抜価格） 

テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・ア

ニメ 

月額 600 円 （税抜価格） 

テレ朝チャンネル 2 ニュース・スポーツ 月額 600 円 （税抜価格） 

ＴＢＳチャンネル 1 月額 600 円 （税抜価格） 

ＴＢＳニュースバード HD 月額 900 円 （税抜価格） 

ＣＮＮ／ＵＳ HD 月額 1,600 円 （税抜価格） 

Ｍｎｅｔ HD 月額 2,000 円 （税抜価格） 

ＫＮＴＶ HD 月額 3,600 円 （税抜価格） 

AT-X HD!  月額 1,800 円 （税抜価格） 

アクトオンＴＶ 月額 500 円 （税抜価格） 

東映チャンネル HD 月額 1,500 円 （税抜価格） 

衛星劇場 HD 月額 1,800 円 （税抜価格） 

フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミアム 月額 1,000 円 （税抜価格） 

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ HD 月額 1,300 円 （税抜価格） 

ＳＰＥＥＤチャンネル１ 月額 900 円 （税抜価格） 

ＳＰＥＥＤチャンネル１，２セット 月額 1,200 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

グリーンチャンネル１，２HD 月額 1,200 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

ＦＯＯＤＩＥＳ TV HD 月額 500 円 （税抜価格） 

歌謡ポップスチャンネル HD 月額 800 円 （税抜価格） 

スカイ・A sports＋HD 月額 1,000 円 （税抜価格） 

ホームドラマチャンネル HD 月額 600 円 （税抜価格） 

パチンコ★パチスロ TV!HD 月額 1,000 円 （税抜価格） 

V☆パラダイス HD 月額 700 円 （税抜価格） 

デジタルＷＯＷＯＷ（３ｃｈセット） 月額 2,300 円 （税抜価格）「WOWOWプライム」「WOWOWライブ」「WOWOWシネ
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マ」の３チャンネルセット 

スター・チャンネル（３ｃｈセット） 月額 2,000 円 （税抜価格）「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」の３チャンネルセット 

レインボーチャンネル HD 月額 2,300 円 （税抜価格） 

プレイボーイチャンネル HD 月額 2,500 円 （税抜価格） 

チャンネル・ルビー 月額 2,500 円 （税抜価格） 

プレイボーイ＋ルビーセット 月額 3,000 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

※5 らく録ブルーレイレギュラーをご利用の方は、上記月額料金から 500 円（税抜価格）を値引きます。 
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南宇和郡愛南町光ファイバーサービスエリア料金表 

1.契約料 

内 容 契約料金 

1 契約につき 30,000 円 （税抜価格） 

 

2.引込工事料 

南宇和郡愛南町の定める料金によります。 

※別途、南宇和郡愛南町への申込が必要です。また、契約料については、南宇和郡愛南町の規定によるものとします。 

 

※南宇和郡愛南町の定める料金によります（別途、南宇和郡愛南町への申込が必要です)。 

 

3.屋内工事(契約者の設備工事)  

内 容 標準料金 

テレビ 1 台目につき 3,000 円 （税抜価格） 

テレビ 2 台目以降 1,500 円 （税抜価格）／台 

※上記屋内工事料金は標準工事（露出配線）の場合の料金です。施工方法や建物形状などにより追加費用が発生した場合は

実費負担頂きます。 

 

4.契約者設備の点検・補修料・・・実費 

 

5.その他の工事料・・・実費 

 

6.基本利用料（月毎） 

（1） STB なしの月額基本利用料 

ハード 

ソフト 
STB なし 

基本 
300 円 （税抜価格） 

（※1） 

デジタル 
500 円 （税抜価格） 

（※1） 

※1 契約者が、基本若しくはデジタルコースのみの利用しかしない場合、上記月額料金の支払い方法は、1 年前払い若しくは半

年前払いのいずれかになります。ただしこの場合、割引はありません。 

※1 契約者が、弊社が定める ISPダブルサービス（インターネットサービスプロバイダとのセット）を同時に利用する場合には、月

額料金の合計から 200 円（税抜価格）を値引きます。 

※1 上記月額料金には月間番組表購読料は含まれておりません。 

※1 上記月額料金には NHK 受信料は含まれておりません。 

（2） STB1 台目の月額基本利用料 

ハード 標準 STB HDD-STB BD&HDD-STB 
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ソフト － らく録 らく録ブルーレイ（レンタル） 

ベーシック 

月額 1,000 円 

（税抜価格） 

月額 2,000 円 

（税抜価格） 

月額 3,000 円 

（税抜価格） 

（※2）（※3） 

らく録トク選 

 

 

月額 3,900 円 

（税抜価格） 

（※2） 

月額 4,900 円 

（税抜価格） 

（※2）（※3） 

※1※2 契約者が、弊社が定める ISP ダブルサービス（インターネットサービスプロバイダとのセット）を同時に利用する場合には、

月額料金の合計から 200 円（税抜価格）を値引きます。 

※1※2 契約者が、上記に定める基本料を 1 年分一括して前納する場合は、1 ヶ月分を割引きます。 

※1 上記月額料金には月間番組表購読料は含まれておりません。 

※1※2 上記月額料金には NHK 受信料は含まれておりません。 

※3 らく録ブルーレイ用の STB は、当社よりレンタル若しくは契約者にて別途購入するものとします。尚、契約者にて STB を購入

されている場合には、上記月額料金から 2,000 円（税抜価格）を値引きます。 

（3） STB2 台目以降 1 台ごとの月額基本利用料 

ハード 

ソフト 

標準 STB 

－ 

HDD-STB 

らく録 

BD&HDD-STB 

らく録ブルーレイ（レンタル） 

ベーシック 
月額 500 円 

（税抜価格） 

月額 1,500 円 

（税抜価格） 

月額 2,500 円 

（税抜価格） 

（※4） 

らく録トク選 

 

 
月額 3,900 円 

（税抜価格） 

月額 4,900 円 

（税抜価格） 

（※4） 

※4 らく録ブルーレイ用の STB は、当社よりレンタル若しくは契約者にて別途購入するものとします。尚、契約者にて STB を購入

されている場合には、上記月額料金から 2,000 円（税抜価格）を値引きます。 

 

7.特別料金（STB ごと、チャンネルごと、月ごと） 

内 容 料金 

レギュラーセット 月額 1,000円 （税抜価格） 

「イマジカＢＳ・映画」「チャンネルＮＥＣO-ＨＤ」「ＡＸＮ ＨＤ海外ドラマ」「ファミリー

劇場ＨＤ」「キッズステーションＨＤ」「ミュージック・エア」「スペースシャワーＴＶＨ

Ｄ」「スカイ・Ａ sports＋ＨＤ」「エンタメ～テレＨＤ☆シネドラバラエティ」「日テレＮ

ＥＷS２４」「ディズニー・チャンネル」「ディズニーＸＤ」の１２チャンネルセット 

プレミアムセット 月額 1,000 円 （税抜価格）（※5） 

「アジアドラマチックＴＶ★HD」「テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ」「テ

レ朝チャンネル 2 ニュース・スポーツ」「ＴＢＳチャンネル 1」「ＭＯＮＤＯ ＴＶ HD」

「旅チャンネル HD」「ＡＸＮミステリーHD」「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」「ホームドラマチャンネル HD」「日テレプラス」
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「ＭＵＳＩＣ ＯＮ! ＴＶ（エムオン!）HD」「アクトオン TV」「ＣＮＮ／ＵＳ HD」「ディズニ

ー・チャンネル」「ディズニーＸＤ」の１６チャンネルセット 

日本映画専門チャンネル HD 月額 500 円 （税抜価格） 

時代劇専門チャンネル HD 月額 700 円 （税抜価格） 

釣りビジョン HD 月額 1,200 円 （税抜価格） 

日経ＣＮＢＣ HD 月額 900 円 （税抜価格） 

ＩＭＡＧＩＣＡ ＢＳ 月額 600 円 （税抜価格） 

エンタメ～テレ HD☆シネドラバラエティ 月額 600 円 （税抜価格） 

ミュージック・エア 月額 600 円 （税抜価格） 

MUSIC Japan TV HD 月額 400 円 （税抜価格） 

アジアドラマチック TV★HD 月額 600 円 （税抜価格） 

テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・ア

ニメ 

月額 600 円 （税抜価格） 

テレ朝チャンネル 2 ニュース・スポーツ 月額 600 円 （税抜価格） 

ＴＢＳチャンネル 1 月額 600 円 （税抜価格） 

ＴＢＳニュースバード HD 月額 900 円 （税抜価格） 

ＣＮＮ／ＵＳ HD 月額 1,600 円 （税抜価格） 

Ｍｎｅｔ HD 月額 2,000 円 （税抜価格） 

ＫＮＴＶ HD 月額 3,600 円 （税抜価格） 

AT-X HD!  月額 1,800 円 （税抜価格） 

アクトオンＴＶ 月額 500 円 （税抜価格） 

東映チャンネル HD 月額 1,500 円 （税抜価格） 

衛星劇場 HD 月額 1,800 円 （税抜価格） 

フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミアム 月額 1,000 円 （税抜価格） 

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ HD 月額 1,300 円 （税抜価格） 

ＳＰＥＥＤチャンネル１ 月額 900 円 （税抜価格） 

ＳＰＥＥＤチャンネル１，２セット 月額 1,200 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

グリーンチャンネル１，２HD 月額 1,200 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

ＦＯＯＤＩＥＳ TV HD 月額 500 円 （税抜価格） 

歌謡ポップスチャンネル HD 月額 800 円 （税抜価格） 

スカイ・A sports＋HD 月額 1,000 円 （税抜価格） 

ホームドラマチャンネル HD 月額 600 円 （税抜価格） 

パチンコ★パチスロ TV!HD 月額 1,000 円 （税抜価格） 

V☆パラダイス HD 月額 700 円 （税抜価格） 

デジタルＷＯＷＯＷ（３ｃｈセット） 月額 2,300 円 （税抜価格）「WOWOWプライム」「WOWOWライブ」「WOWOWシネ

マ」の３チャンネルセット 

スター・チャンネル（３ｃｈセット） 月額 2,000 円 （税抜価格）「スター・チャンネル１」「スター・チャンネル２」「スタ
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ー・チャンネル３」の３チャンネルセット 

レインボーチャンネル HD 月額 2,300 円 （税抜価格） 

プレイボーイチャンネル HD 月額 2,500 円 （税抜価格） 

チャンネル・ルビー 月額 2,500 円 （税抜価格） 

プレイボーイ＋ルビーセット 月額 3,000 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

※5 らく録ブルーレイレギュラーをご利用の方は、上記月額料金から 500 円（税抜価格）を値引きます。 
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松山市浅海・立岩地区光ファイバーサービスエリア料金表 

1.契約料 

内 容 契約料金 

1 契約につき 30,000 円 （税抜価格） 

 

2.引込工事料 

内 容 標準料金 

1 引込線につき 15,000 円 （税抜価格） 

※当社の施工基準(引込線長４０m)を超えるものについては実費負担頂きます。 

 

3.屋内工事(契約者の設備工事)  

内 容 標準料金 

テレビ 1 台目につき 15,000 円 （税抜価格） 

テレビ 2 台目以降 5,000 円 （税抜価格）／台 

※上記屋内工事料金は標準工事（露出配線）の場合の料金です。施工方法や建物形状などにより追加費用が発生した場合は

実費負担頂きます。 

 

4.契約者設備の点検・補修料・・・実費 

 

5.その他の工事料・・・実費 

 

6.基本利用料（月毎） 

（1） STB なしの月額基本利用料 

ハード 

ソフト 
STB なし 

基本 
800 円 （税抜価格） 

（※1） 

※1 基本コースの契約者が、基本コースのみの利用しかしない場合、上記月額料金の支払い方法は、1 年前払い若しくは半年

前払いのいずれかになります。ただしこの場合、割引はありません。 

※1 基本コースの契約者が、弊社が定めるダブルサービス（ケーブルインターネット若しくはケーブルプラス電話のいずれかとの

セット）及びトリプルサービス（ケーブルインターネットとケーブルプラス電話とのセット）を同時に利用する場合には、月額料金

の合計から 300 円（税抜価格）を値引きます。また、契約者が、上記に定める基本料を 1 年分一括して前納する場合は、1 ヶ

月分を割引きます。 

※1 上記月額料金には月間番組表購読料は含まれておりません。 

※1 上記月額料金には NHK 受信料は含まれておりません。 

（2） STB1 台目の月額基本利用料 

ハード 

ソフト 

標準 STB 

－ 

HDD-STB 

らく録 

BD&HDD-STB 

らく録ブルーレイ（レンタル） 
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ベーシック 
月額 2,300 円 

（税抜価格） 

月額 3,300 円 

（税抜価格） 

月額 4,300 円 

（税抜価格） 

らく録トク選 

 

 

月額 3,900 円 

（税抜価格） 

（※2） 

月額 4,900 円 

（税抜価格） 

（※2）（※3） 

※1 ベーシックの契約者が、弊社が定めるダブルサービス（ケーブルインターネット若しくはケーブルプラス電話のいずれかとの

セット）及びトリプルサービス（ケーブルインターネットとケーブルプラス電話とのセット）を同時に利用する場合には、月額料金

の合計から 300 円（税抜価格）を、それぞれ値引きます。 

※2 らく録トク選の契約者が、弊社が定めるダブルサービス（ケーブルインターネット若しくはケーブルプラス電話のいずれかとの

セット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 200 円（税抜価格）を、トリプルサービス（ケーブルインターネットとケ

ーブルプラス電話とのセット）を同時に利用する場合には、月額料金の合計から 500 円（税抜価格）を、それぞれ値引きます。 

※3 らく録ブルーレイ用の STB は、当社よりレンタル若しくは契約者にて別途購入するものとします。尚、契約者にて STB を購入

されている場合には、上記月額料金から 2,000 円（税抜価格）を値引きます。 

※1※2 契約者が、上記に定める基本料を 1 年分一括して前納する場合は、1 ヶ月分を割引きます。 

※1 上記月額料金には月間番組表購読料は含まれておりません。 

※1※2 上記月額料金には NHK 受信料は含まれておりません。 

（3） STB2 台目以降 1 台ごとの月額基本利用料 

ハード 

ソフト 

標準 STB 

－ 

HDD-STB 

らく録 

BD&HDD-STB 

らく録ブルーレイ（レンタル） 

ベーシック 
月額 500 円 

（税抜価格） 

月額 1,500 円 

（税抜価格） 

月額 2,500 円 

（税抜価格） 

（※4） 

らく録トク選 

 

 
月額 3,900 円 

（税抜価格） 

月額 4,900 円 

（税抜価格） 

（※4） 

※4 らく録ブルーレイ用の STB は、当社よりレンタル若しくは契約者にて別途購入するものとします。尚、契約者にて STB を購入

されている場合には、上記月額料金から 2,000 円（税抜価格）を値引きます。 

 

7.特別料金（STB ごと、チャンネルごと、月ごと） 

内 容 料金 

レギュラーセット 月額 1,000円 （税抜価格） 

「イマジカＢＳ・映画」「チャンネルＮＥＣO-ＨＤ」「ＡＸＮ ＨＤ海外ドラマ」「ファミリー

劇場ＨＤ」「キッズステーションＨＤ」「ミュージック・エア」「スペースシャワーＴＶＨ

Ｄ」「スカイ・Ａ sports＋ＨＤ」「エンタメ～テレＨＤ☆シネドラバラエティ」「日テレＮ

ＥＷS２４」「ディズニー・チャンネル」「ディズニーＸＤ」の１２チャンネルセット 

プレミアムセット 月額 1,000 円 （税抜価格）（※5） 

「アジアドラマチックＴＶ★HD」「テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ」「テ

レ朝チャンネル 2 ニュース・スポーツ」「ＴＢＳチャンネル 1」「ＭＯＮＤＯ ＴＶ HD」
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「旅チャンネル HD」「ＡＸＮミステリーHD」「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」「ホームドラマチャンネル HD」「日テレプラス」

「ＭＵＳＩＣ ＯＮ! ＴＶ（エムオン!）HD」「アクトオン TV」「ＣＮＮ／ＵＳ HD」「ディズニ

ー・チャンネル」「ディズニーＸＤ」の１６チャンネルセット 

日本映画専門チャンネル HD 月額 500 円 （税抜価格） 

時代劇専門チャンネル HD 月額 700 円 （税抜価格） 

釣りビジョン HD 月額 1,200 円 （税抜価格） 

日経ＣＮＢＣ HD 月額 900 円 （税抜価格） 

ＩＭＡＧＩＣＡ ＢＳ 月額 600 円 （税抜価格） 

エンタメ～テレ HD☆シネドラバラエティ 月額 600 円 （税抜価格） 

ミュージック・エア 月額 600 円 （税抜価格） 

MUSIC Japan TV HD 月額 400 円 （税抜価格） 

アジアドラマチック TV★HD 月額 600 円 （税抜価格） 

テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・ア

ニメ 

月額 600 円 （税抜価格） 

テレ朝チャンネル 2 ニュース・スポーツ 月額 600 円 （税抜価格） 

ＴＢＳチャンネル 1 月額 600 円 （税抜価格） 

ＴＢＳニュースバード HD 月額 900 円 （税抜価格） 

ＣＮＮ／ＵＳ HD 月額 1,600 円 （税抜価格） 

Ｍｎｅｔ HD 月額 2,000 円 （税抜価格） 

ＫＮＴＶ HD 月額 3,600 円 （税抜価格） 

AT-X HD!  月額 1,800 円 （税抜価格） 

アクトオンＴＶ 月額 500 円 （税抜価格） 

東映チャンネル HD 月額 1,500 円 （税抜価格） 

衛星劇場 HD 月額 1,800 円 （税抜価格） 

フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミアム 月額 1,000 円 （税抜価格） 

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ HD 月額 1,300 円 （税抜価格） 

ＳＰＥＥＤチャンネル１ 月額 900 円 （税抜価格） 

ＳＰＥＥＤチャンネル１，２セット 月額 1,200 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

グリーンチャンネル１，２HD 月額 1,200 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

ＦＯＯＤＩＥＳ TV HD 月額 500 円 （税抜価格） 

歌謡ポップスチャンネル HD 月額 800 円 （税抜価格） 

スカイ・A sports＋HD 月額 1,000 円 （税抜価格） 

ホームドラマチャンネル HD 月額 600 円 （税抜価格） 

パチンコ★パチスロ TV!HD 月額 1,000 円 （税抜価格） 

V☆パラダイス HD 月額 700 円 （税抜価格） 

デジタルＷＯＷＯＷ（３ｃｈセット） 月額 2,300 円 （税抜価格）「WOWOWプライム」「WOWOWライブ」「WOWOWシネ



 

新旧対象 

 

ページ（28/31） 

マ」の３チャンネルセット 

スター・チャンネル（３ｃｈセット） 月額 2,000 円 （税抜価格）「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」の３チャンネルセット 

レインボーチャンネル HD 月額 2,300 円 （税抜価格） 

プレイボーイチャンネル HD 月額 2,500 円 （税抜価格） 

チャンネル・ルビー 月額 2,500 円 （税抜価格） 

プレイボーイ＋ルビーセット 月額 3,000 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

※5 らく録ブルーレイレギュラーをご利用の方は、上記月額料金から 500 円（税抜価格）を値引きます。 
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愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光サービスエリア料金表 

1.契約料 

内 容 契約料金 

1 契約につき 30,000 円 （税抜価格） 

 

2.引込工事料 

西日本電信電話株式会社（ＮＴＴ西日本）の定める料金によります。 

※別途、ＮＴＴ西日本への申込が必要です。また、契約料については、ＮＴＴ西日本の規定によるものとします。 

 

3.屋内工事(契約者の設備工事)  

内 容 標準料金 

テレビ 1 台目につき 15,000 円 （税抜価格） 

テレビ 2 台目以降 5,000 円 （税抜価格）／台 

※上記屋内工事料金は標準工事（露出配線）の場合の料金です。施工方法や建物形状などにより追加費用が発生した場合は

実費負担頂きます。 

 

4.契約者設備の点検・補修料・・・実費 

 

5.その他の工事料・・・実費 

 

6.基本利用料（月毎） 

（1） STB1 台目の月額基本利用料 

ハード 

ソフト 

標準 STB 

－ 

HDD-STB 

らく録 

BD&HDD-STB 

らく録ブルーレイ（レンタル） 

らく録トク選 

 

 
月額 3,900 円 

（税抜価格） 

月額 4,900 円 

（税抜価格） 

（※4） 

※1 契約者が、弊社が定める ISPダブルサービス（インターネットサービスプロバイダとのセット）を同時に利用する場合には、月

額料金の合計から 200 円（税抜価格）を、それぞれ値引きます。 

※1 契約者が、上記に定める基本料を 1 年分一括して前納する場合は、1 ヶ月分を割引きます。 

※1 上記月額料金にはＮＴＴ西日本のフレッツテレビ伝送サービスの利用料は含まれておりません。 

※1 上記月額料金には月間番組表購読料が含まれております。 

※1 上記月額料金には NHK 受信料は含まれておりません。 

※2 らく録ブルーレイ用の STB は、当社よりレンタル若しくは契約者にて別途購入するものとします。尚、契約者にて STB を購入

されている場合には、上記月額料金から 2,000 円（税抜価格）を値引きます。 

（2） STB2 台目以降 1 台ごとの月額基本利用料 

ハード 

ソフト 

標準 STB 

－ 

HDD-STB 

らく録 

BD&HDD-STB 

らく録ブルーレイ（レンタル） 



 

新旧対象 

 

ページ（30/31） 

らく録トク選 

 

 
月額 1,500 円 

（税抜価格） 

月額 2,500 円 

（税抜価格） 

（※3） 

※3 らく録ブルーレイ用の STB は、当社よりレンタル若しくは契約者にて別途購入するものとします。尚、契約者にて STB を購入

されている場合には、上記月額料金から 2,100 円（税抜き 2,000 円）を値引きます。 

 

7.特別料金（STB ごと、チャンネルごと、月ごと） 

内 容 料金 

レギュラーセット 月額 1,000円 （税抜価格） 

「イマジカＢＳ・映画」「チャンネルＮＥＣO-ＨＤ」「ＡＸＮ ＨＤ海外ドラマ」「ファミリー

劇場ＨＤ」「キッズステーションＨＤ」「ミュージック・エア」「スペースシャワーＴＶＨ

Ｄ」「スカイ・Ａ sports＋ＨＤ」「エンタメ～テレＨＤ☆シネドラバラエティ」「日テレＮ

ＥＷS２４」「ディズニー・チャンネル」「ディズニーＸＤ」の１２チャンネルセット 

プレミアムセット 月額 1,000 円 （税抜価格）（※4） 

「アジアドラマチックＴＶ★HD」「テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・アニメ」「テ

レ朝チャンネル 2 ニュース・スポーツ」「ＴＢＳチャンネル 1」「ＭＯＮＤＯ ＴＶ HD」

「旅チャンネル HD」「ＡＸＮミステリーHD」「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」「ホームドラマチャンネル HD」「日テレプラス」

「ＭＵＳＩＣ ＯＮ! ＴＶ（エムオン!）HD」「アクトオン TV」「ＣＮＮ／ＵＳ HD」「ディズニ

ー・チャンネル」「ディズニーＸＤ」の１６チャンネルセット 

日本映画専門チャンネル HD 月額 500 円 （税抜価格） 

時代劇専門チャンネル HD 月額 700 円 （税抜価格） 

釣りビジョン HD 月額 1,200 円 （税抜価格） 

日経ＣＮＢＣ HD 月額 900 円 （税抜価格） 

ＩＭＡＧＩＣＡ ＢＳ 月額 600 円 （税抜価格） 

エンタメ～テレ HD☆シネドラバラエティ 月額 600 円 （税抜価格） 

ミュージック・エア 月額 600 円 （税抜価格） 

MUSIC Japan TV HD 月額 400 円 （税抜価格） 

アジアドラマチック TV★HD 月額 600 円 （税抜価格） 

テレ朝チャンネル 1 ドラマ・バラエティ・ア

ニメ 

月額 600 円 （税抜価格） 

テレ朝チャンネル 2 ニュース・スポーツ 月額 600 円 （税抜価格） 

ＴＢＳチャンネル 1 月額 600 円 （税抜価格） 

ＴＢＳニュースバード HD 月額 900 円 （税抜価格） 

ＣＮＮ／ＵＳ HD 月額 1,600 円 （税抜価格） 

Ｍｎｅｔ HD 月額 2,000 円 （税抜価格） 

ＫＮＴＶ HD 月額 3,600 円 （税抜価格） 

AT-X HD!  月額 1,800 円 （税抜価格） 



 

新旧対象 

 

ページ（31/31） 

アクトオンＴＶ 月額 500 円 （税抜価格） 

東映チャンネル HD 月額 1,500 円 （税抜価格） 

衛星劇場 HD 月額 1,800 円 （税抜価格） 

フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミアム 月額 1,000 円 （税抜価格） 

Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ４ HD 月額 1,300 円 （税抜価格） 

ＳＰＥＥＤチャンネル１ 月額 900 円 （税抜価格） 

ＳＰＥＥＤチャンネル１，２セット 月額 1,200 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

グリーンチャンネル１，２HD 月額 1,200 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

ＦＯＯＤＩＥＳ TV HD 月額 500 円 （税抜価格） 

歌謡ポップスチャンネル HD 月額 800 円 （税抜価格） 

スカイ・A sports＋HD 月額 1,000 円 （税抜価格） 

ホームドラマチャンネル HD 月額 600 円 （税抜価格） 

パチンコ★パチスロ TV!HD 月額 1,000 円 （税抜価格） 

V☆パラダイス HD 月額 700 円 （税抜価格） 

デジタルＷＯＷＯＷ（３ｃｈセット） 月額 2,300 円 （税抜価格）「WOWOWプライム」「WOWOWライブ」「WOWOWシネ

マ」の３チャンネルセット 

スター・チャンネル（３ｃｈセット） 月額 2,000 円 （税抜価格）「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」の３チャンネルセット 

レインボーチャンネル HD 月額 2,300 円 （税抜価格） 

プレイボーイチャンネル HD 月額 2,500 円 （税抜価格） 

チャンネル・ルビー 月額 2,500 円 （税抜価格） 

プレイボーイ＋ルビーセット 月額 3,000 円 （税抜価格）２チャンネルセット 

※4 らく録ブルーレイレギュラーをご利用の方は、上記月額料金から 500 円（税抜価格）を値引きます。 


