
料金表(FTTH放送サービス)

1）月額利用料
基本契約 料金 備考

あゆテレビひかり ¥2,750
地上デジタル/BSデジタル/CSデジタルパススルー
※詳細はチャンネル表をご確認下さい。

※月額利用料にＮＨＫ受信料は含まれておりません。

追加契約 料金 備考

デジパックビック
STB1台目 ¥2,750
STB2台目以降1台あたり ¥3,300
デジパックベーシック
STB1台目 ¥1,650
STB2台目以降1台あたり ¥2,860

2）有料番組
番組名 料金（月額） 備考

衛星劇場 ¥1,980
グリーンチャンネル ¥1,320 1・2セット(別途申込書が必要)

SPEEDチャンネル ¥990
東映チャンネル ¥1,650
JSPORTS 4 ¥1,430
AT-X ¥1,980
TAKARAZUKA SKY STAGE ¥2,750
スター・チャンネル ¥2,530 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のセット

レッドチェリー ¥2,750
プレイボーイチャンネル ¥2,750
チェリーボム ¥2,530
レインボーチャンネル ¥2,530
ミッドナイトブルー ¥2,530
パラダイステレビ ¥2,200
プラチナアダルトセット ¥3,300 プレイボーイチャンネル、レッドチェリー、チェリーボムのセット

ゴールデンアダルトセット ¥3,300 レインボーチャンネル、ミッドナイトブルー、パラダイステレビのセット

※有料番組をご利用いただくにはセットトップボックス(標準STB)の取付が必要となります。

3）オプション契約
項目 料金（月額） 備考

ファミ録たく録り※ ¥990 HDD内蔵STB

ファミ録ブルーレイ※ ¥1,650 ブルーレイディスクドライブ/HDD内蔵STB

4KSTB（標準型・HDD無） ¥880
4KSTB（HDD内蔵型） ¥1,320
※デジパックビック、デジパックベーシックいずれかのご加入が必要です。

4）加入工事費
項目 初期費用 備考

戸建加入工事費
放送単独加入 ¥16,500
放送・通信同時加入 ¥16,500
デジパック加入時STB取付費用 ¥5,500
集合加入工事費 ※ ※建物への引込工事等、別途見積り

特殊工事、付帯工事 ※ ※建物への引込工事等、別途見積り



5）手数料・その他料金
項目 初期費用 備考

引込線撤去費用 ¥5,500 契約ご解約時の費用となります。
放送用機器解約手数料 ¥5,500 STB等放送用機器をご解約時の手数料となります。
インターネット用機器解約手数料 ¥5,500 インターネットサービスを同時解約する場合の手数料となります。
名義・利用者変更手数料 ¥3,300
再開手数料 ¥5,500
STBの紛失・破損・修理 ※ ※実費
B-CAS・C-CASカード紛失・破損 ¥3,300
リモコンの破損・紛失 ¥3,300
取扱説明書 ¥2,200
電源コード ¥1,100 当社設置端末のみ対応となります。ACアダプタは別途見積
同軸ケーブル ¥220

6）追加工事費用
項目 初期費用 備考

基本出張料 ¥3,300
初期導入工事時を除き以下追加工事訪問1回あたりにかかる費用です。
30分の作業時間を含みます。以降は30分毎に1､100円

STB増設（再取付含む）・機種変更 ¥0 基本出張料に含みます。
引込線（光ファイバ・屋外）破損・張替 ¥42,900
引込線（同軸ケーブル・屋外）破損・張替 ¥22,550
引込線（屋内）破損・張替 ¥7,700
保安器・V-ONU再取付・移動 ¥5,500
ブースター交換 ¥5,500 マンション等集合住宅については別途見積となります。
BS混合ブースター交換 ¥8,800 マンション等集合住宅については別途見積となります。
TV端子増設 ¥8,800
TVユニット交換 ¥3,850
隠ぺい工事 ¥5,500 建物構造により不可の場合があります。特殊工事の場合は別途見積。
モール処理工事 ¥770
電源工事 ¥11,000 建物構造により不可の場合があります。特殊工事の場合は別途見積。
宅内調査・調整費 ¥0 基本出張費に含みます。　（以降30分毎に1,100円）
その他工事（上記に含まれないもの） 別途見積



料金表(HFC放送サービス)

1）月額利用料
基本契約 料金 備考

デジパックビックコース
STB1台目 ¥5,500
STB2台目以降1台あたり ¥3,300
デジパックベーシックコース
STB1台目 ¥4,400
STB2台目以降1台あたり ¥2,860
デジパックミニコース
STB1台目 ¥2,750
STB2台目以降1台あたり ¥1,320
デジパックライトコース
STB1台目 ¥2,750 新規受付は終了しました。

STB2台目以降1台あたり ¥1,320 新規受付は終了しました。

※月額利用料にＮＨＫ受信料は含まれておりません。

2）有料番組
番組名 料金（月額） 備考

衛星劇場 ¥1,980
グリーンチャンネル ¥1,320 1・2セット(別途申込書が必要)

SPEEDチャンネル ¥990
東映チャンネル ¥1,650
JSPORTS 4 ¥1,430
AT-X ¥1,980
TAKARAZUKA SKY STAGE ¥2,750
スター・チャンネル ¥2,530 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のセット

レッドチェリー ¥2,750
プレイボーイチャンネル ¥2,750
チェリーボム ¥2,530
レインボーチャンネル ¥2,530
ミッドナイトブルー ¥2,530
パラダイステレビ ¥2,200
プラチナアダルトセット ¥3,300 プレイボーイチャンネル、レッドチェリー、チェリーボムのセット

ゴールデンアダルトセット ¥3,300 レインボーチャンネル、ミッドナイトブルー、パラダイステレビのセット

※有料番組をご利用いただくにはセットトップボックス(標準STB)の取付が必要となります。

3）オプション契約
項目 料金（月額） 備考

ファミ録たく録り※ ¥990 HDD内蔵STB

ファミ録ブルーレイ※ ¥1,650 ブルーレイディスクドライブ/HDD内蔵STB

4KSTB（標準型・HDD無） ¥880
4KSTB（HDD内蔵型） ¥1,320
※デジパックビック、デジパックベーシック、デジパックミニいずれかのご加入が必要です。

4）加入工事費
項目 初期費用 備考

戸建加入工事費
放送単独加入(単独配線) ¥42,350
放送単独加入(ホーム共聴) ¥62,700
放送・通信同時加入(単独配線) ¥51,700
放送・通信同時加入(ホーム共聴) ¥62,700
デジパック加入時STB取付費用 ¥5,500
集合加入工事費 ※ ※建物への引込工事等、別途見積り

特殊工事、付帯工事 ※ ※建物への引込工事等、別途見積り



5）手数料・その他料金
項目 初期費用 備考

引込線撤去費用 ¥5,500 契約ご解約時の費用となります。
放送用機器解約手数料 ¥5,500 STB等放送用機器をご解約時の手数料となります。
インターネット用機器解約手数料 ¥5,500 インターネットサービスを同時解約する場合の手数料となります。
名義・利用者変更手数料 ¥3,300
再開手数料 ¥5,500
STBの紛失・破損・修理 ※ ※実費
B-CAS・C-CASカード紛失・破損 ¥3,300
リモコンの破損・紛失 ¥3,300
取扱説明書 ¥2,200
電源コード ¥1,100 当社設置端末のみ対応となります。ACアダプタは別途見積
同軸ケーブル ¥220

6）追加工事費用
項目 初期費用 備考

基本出張料 ¥3,300
初期導入工事時を除き以下追加工事訪問1回あたりにかかる費用です。
30分の作業時間を含みます。以降は30分毎に1､100円

STB増設（再取付含む）・機種変更 ¥0 基本出張料に含みます。
引込線（光ファイバ・屋外）破損・張替 ¥42,900
引込線（同軸ケーブル・屋外）破損・張替 ¥22,550
引込線（屋内）破損・張替 ¥7,700
保安器・V-ONU再取付・移動 ¥5,500
ブースター交換 ¥5,500 マンション等集合住宅については別途見積となります。
BS混合ブースター交換 ¥8,800 マンション等集合住宅については別途見積となります。
TV端子増設 ¥8,800
TVユニット交換 ¥3,850
隠ぺい工事 ¥5,500 建物構造により不可の場合があります。特殊工事の場合は別途見積。
モール処理工事 ¥770
電源工事 ¥11,000 建物構造により不可の場合があります。特殊工事の場合は別途見積。
宅内調査・調整費 ¥0 基本出張費に含みます。　（以降30分毎に1,100円）
その他工事（上記に含まれないもの） 別途見積
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