
J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第1種 お得プラン（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 光120Mコース 3,681円 （税込4,049円） 8,500円 （税込9,350円） -

第1種 お得プラン（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 8,500円 （税込9,350円） -

第1種 お得プラン（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 8,500円 （税込9,350円） -

第2種 お得プラン（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 光120Mコース 3,681円 （税込4,049円） 8,500円 （税込9,350円） -

第2種 お得プラン（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 8,500円 （税込9,350円） -

第2種 お得プラン（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 8,500円 （税込9,350円） -

第3種 In My Room お得プラン 1年 集合
住宅

－ TVプランBコンパクト 光120Mコース 4,071円 （税込4,478円） 8,500円 （税込9,350円） -

第3種 In My Room お得プラン 1年 集合
住宅

－ TVプランBコンパクト 光320Mコース 4,738円 （税込5,211円） 8,500円 （税込9,350円） -

第3種 In My Room お得プラン 1年 集合
住宅

－ TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,238円 （税込5,761円） 8,500円 （税込9,350円） -

第4種 NETパック<PHONE>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 光120Mコース 3,800円 （税込4,180円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第4種 NETパック<PHONE>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 光320Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第4種 NETパック<PHONE>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 5,000円 （税込5,500円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第4種 NETパック<PHONE>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 光5Gコース 5,500円 （税込6,050円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第4種 NETパック<PHONE>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 光10Gコース 6,280円 （税込6,908円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第5種 NETパック<PHONE>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 光120Mコース 3,800円 （税込4,180円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第5種 NETパック<PHONE>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第5種 NETパック<PHONE>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 5,000円 （税込5,500円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第5種 NETパック<PHONE>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 5,500円 （税込6,050円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第5種 NETパック<PHONE>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 6,280円 （税込6,908円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第6種 お得セレクト（1年契約）（※ 1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET 光12Mコース 2,605円 （税込2,865円） 8,500円 （税込9,350円） -

第6種 お得セレクト（1年契約）（※ 1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET 光120Mコース 2,891円 （税込3,180円） 8,500円 （税込9,350円） -

第6種 お得セレクト（1年契約）（※ 1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET 光320Mコース 3,367円 （税込3,703円） 8,500円 （税込9,350円） -

第6種 お得セレクト（1年契約）（※ 1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL 光12Mコース 2,857円 （税込3,142円） 8,500円 （税込9,350円） -

第6種 お得セレクト（1年契約）（※ 1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL 光120Mコース 3,333円 （税込3,666円） 8,500円 （税込9,350円） -

第6種 お得セレクト（1年契約）（※ 1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL 光320Mコース 3,810円 （税込4,191円） 8,500円 （税込9,350円） -

第6種 お得セレクト（1年契約）（※ 1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET 光1Gコース 3,867円 （税込4,253円） 8,500円 （税込9,350円） -

第6種 お得セレクト（1年契約）（※ 1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL 光1Gコース 4,310円 （税込4,741円） 8,500円 （税込9,350円） -

第7種 お得セレクト（2年契約）（※ 1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET 光12Mコース 2,605円 （税込2,865円） 8,500円 （税込9,350円） -

第7種 お得セレクト（2年契約）（※ 1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET 光120Mコース 2,891円 （税込3,180円） 8,500円 （税込9,350円） -

第7種 お得セレクト（2年契約）（※ 1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET 光320Mコース 3,367円 （税込3,703円） 8,500円 （税込9,350円） -

第7種 お得セレクト（2年契約）（※ 1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL 光12Mコース 2,857円 （税込3,142円） 8,500円 （税込9,350円） -

第7種 お得セレクト（2年契約）（※ 1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL 光120Mコース 3,333円 （税込3,666円） 8,500円 （税込9,350円） -

第7種 お得セレクト（2年契約）（※ 1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL 光320Mコース 3,810円 （税込4,191円） 8,500円 （税込9,350円） -

第7種 お得セレクト（2年契約）（※ 1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET 光1Gコース 3,867円 （税込4,253円） 8,500円 （税込9,350円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第7種 お得セレクト（2年契約）（※ 1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL 光1Gコース 4,310円 （税込4,741円） 8,500円 （税込9,350円） -

第8種 もっとお得プラン（3年契約）（※1） 3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 33,333円 （税込36,666円） 1年目

第8種 もっとお得プラン（3年契約）（※1） 3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 23,810円 （税込26,191円） 2年目

第8種 もっとお得プラン（3年契約）（※1） 3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 14,286円 （税込15,714円） 3年目

第8種 もっとお得プラン（3年契約）（※1） 3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 33,333円 （税込36,666円） 1年目

第8種 もっとお得プラン（3年契約）（※1） 3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 23,810円 （税込26,191円） 2年目

第8種 もっとお得プラン（3年契約）（※1） 3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 14,286円 （税込15,714円） 3年目

第9種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 38,095円 （税込41,904円） 1年目

第9種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 28,571円 （税込31,428円） 2年目

第9種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 16,667円 （税込18,333円） 3年目

第9種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 38,095円 （税込41,904円） 1年目

第9種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 28,571円 （税込31,428円） 2年目

第9種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 16,667円 （税込18,333円） 3年目

第10種 スマートお得プランEX PHONEコース
（集合住宅）

1年 集合
住宅

STVB － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 10,000円 （税込11,000円） -

第10種 スマートお得プランEX PHONEコース
（集合住宅）

1年 集合
住宅

STVB － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 10,000円 （税込11,000円） -

第11種 スマートお得プランEX PHONEコース
（2年契約）

2年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 20,000円 （税込22,000円） -

第11種 スマートお得プランEX PHONEコース
（2年契約）

2年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 20,000円 （税込22,000円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第12種 In My Room スマートお得プランEX
PHONEコース（1年契約）

1年 集合
住宅

STVB TVプランBコンパクト 光320Mコース 4,738円 （税込5,211円） 8,500円 （税込9,350円） -

第12種 In My Room スマートお得プランEX
PHONEコース（1年契約）

1年 集合
住宅

STVB TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,238円 （税込5,761円） 8,500円 （税込9,350円） -

第13種 NETパック EX（1年契約） 1年 集合
住宅

STVB － 光320Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） -

第13種 NETパック EX（1年契約） 1年 集合
住宅

STVB － 光1Gコース 5,000円 （税込5,500円） 8,500円 （税込9,350円） -

第14種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（2年契約）

2年 集合
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 25,000円 （税込27,500円） -

第14種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（2年契約）

2年 集合
住宅

STVB － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 25,000円 （税込27,500円） -

第15種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第15種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第15種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第15種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第15種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第15種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第16種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（2
年契約）

2年 集合
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 30,000円 （税込33,000円） -

第16種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（2
年契約）

2年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 30,000円 （税込33,000円） -

第17種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 38,095円 （税込41,904円） 1年目

第17種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 28,571円 （税込31,428円） 2年目

第17種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 16,667円 （税込18,333円） 3年目
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第17種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 38,095円 （税込41,904円） 1年目

第17種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 28,571円 （税込31,428円） 2年目

第17種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 16,667円 （税込18,333円） 3年目

第18種 スマートお得セレクトEX（集合住宅） 1年 集合
住宅

STVB TV+NET+TEL 光320Mコース 4,010円 （税込4,411円） 10,000円 （税込11,000円） -

第18種 スマートお得セレクトEX（集合住宅） 1年 集合
住宅

STVB TV+NET 光320Mコース 3,610円 （税込3,971円） 10,000円 （税込11,000円） -

第18種 スマートお得セレクトEX（集合住宅） 1年 集合
住宅

STVB TV+NET+TEL 光1Gコース 4,510円 （税込4,961円） 10,000円 （税込11,000円） -

第18種 スマートお得セレクトEX（集合住宅） 1年 集合
住宅

STVB TV+NET 光1Gコース 4,110円 （税込4,521円） 10,000円 （税込11,000円） -

第19種 スマートお得セレクトEX（2年契約） 2年 戸建
住宅

STVB TV+NET+TEL 光320Mコース 4,010円 （税込4,411円） 15,000円 （税込16,500円） -

第19種 スマートお得セレクトEX（2年契約） 2年 戸建
住宅

STVB TV+NET 光320Mコース 3,610円 （税込3,971円） 15,000円 （税込16,500円） -

第19種 スマートお得セレクトEX（2年契約） 2年 戸建
住宅

STVB TV+NET+TEL 光1Gコース 4,510円 （税込4,961円） 15,000円 （税込16,500円） -

第19種 スマートお得セレクトEX（2年契約） 2年 戸建
住宅

STVB TV+NET 光1Gコース 4,110円 （税込4,521円） 15,000円 （税込16,500円） -

第20種 スマートお得プラン PHONEコース（集
合住宅）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光120Mコース 3,681円 （税込4,049円） 10,000円 （税込11,000円） -

第20種 スマートお得プラン PHONEコース（集
合住宅）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 10,000円 （税込11,000円） -

第20種 スマートお得プラン PHONEコース（集
合住宅）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 10,000円 （税込11,000円） -

第20種 スマートお得プラン PHONEコース（集
合住宅）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光5Gコース 5,348円 （税込5,882円） 10,000円 （税込11,000円） -

第20種 スマートお得プラン PHONEコース（集
合住宅）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光10Gコース 6,128円 （税込6,740円） 10,000円 （税込11,000円） -

第21種 スマートお得プラン PHONE コース（2
年契約）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光120Mコース 3,681円 （税込4,049円） 20,000円 （税込22,000円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第21種 スマートお得プラン PHONE コース（2
年契約）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 20,000円 （税込22,000円） -

第21種 スマートお得プラン PHONE コース（2
年契約）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 20,000円 （税込22,000円） -

第21種 スマートお得プラン PHONE コース（2
年契約）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光5Gコース 5,348円 （税込5,882円） 20,000円 （税込22,000円） -

第21種 スマートお得プラン PHONE コース（2
年契約）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光10Gコース 6,128円 （税込6,740円） 20,000円 （税込22,000円） -

第22種 In My Room スマートお得プラン
PHONEコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光120Mコース 4,071円 （税込4,478円） 8,500円 （税込9,350円） -

第22種 In My Room スマートお得プラン
PHONEコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光320Mコース 4,738円 （税込5,211円） 8,500円 （税込9,350円） -

第22種 In My Room スマートお得プラン
PHONEコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,238円 （税込5,761円） 8,500円 （税込9,350円） -

第22種 In My Room スマートお得プラン
PHONEコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光5Gコース 5,738円 （税込6,311円） 8,500円 （税込9,350円） -

第22種 In My Room スマートお得プラン
PHONEコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光10Gコース 6,518円 （税込7,169円） 8,500円 （税込9,350円） -

第23種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL 光12Mコース 2,857円 （税込3,142円） 10,000円 （税込11,000円） -

第23種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL 光120Mコース 3,333円 （税込3,666円） 10,000円 （税込11,000円） -

第23種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL 光320Mコース 3,810円 （税込4,191円） 10,000円 （税込11,000円） -

第23種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 光12Mコース 2,605円 （税込2,865円） 10,000円 （税込11,000円） -

第23種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 光120Mコース 2,891円 （税込3,180円） 10,000円 （税込11,000円） -

第23種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 光320Mコース 3,367円 （税込3,703円） 10,000円 （税込11,000円） -

第23種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL 光1Gコース 4,310円 （税込4,741円） 10,000円 （税込11,000円） -

第23種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 光1Gコース 3,867円 （税込4,253円） 10,000円 （税込11,000円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第23種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL 光5Gコース 4,810円 （税込5,291円） 10,000円 （税込11,000円） -

第23種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 光5Gコース 4,367円 （税込4,803円） 10,000円 （税込11,000円） -

第23種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL 光10Gコース 5,590円 （税込6,149円） 10,000円 （税込11,000円） -

第23種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 光10Gコース 5,147円 （税込5,661円） 10,000円 （税込11,000円） -

第24種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL 光12Mコース 2,857円 （税込3,142円） 15,000円 （税込16,500円） -

第24種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL 光120Mコース 3,333円 （税込3,666円） 15,000円 （税込16,500円） -

第24種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL 光320Mコース 3,810円 （税込4,191円） 15,000円 （税込16,500円） -

第24種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 光12Mコース 2,605円 （税込2,865円） 15,000円 （税込16,500円） -

第24種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 光120Mコース 2,891円 （税込3,180円） 15,000円 （税込16,500円） -

第24種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 光320Mコース 3,367円 （税込3,703円） 15,000円 （税込16,500円） -

第24種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL 光1Gコース 4,310円 （税込4,741円） 15,000円 （税込16,500円） -

第24種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 光1Gコース 3,867円 （税込4,253円） 15,000円 （税込16,500円） -

第24種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL 光5Gコース 4,810円 （税込5,291円） 15,000円 （税込16,500円） -

第24種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 光5Gコース 4,367円 （税込4,803円） 15,000円 （税込16,500円） -

第24種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL 光10Gコース 5,590円 （税込6,149円） 15,000円 （税込16,500円） -

第24種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 光10Gコース 5,147円 （税込5,661円） 15,000円 （税込16,500円） -

第25種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（2年契約）

2年 集合
住宅

－ － 光320Mコース 3,348円 （税込3,682円） 25,000円 （税込27,500円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第25種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（2年契約）

2年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 25,000円 （税込27,500円） -

第25種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（2年契約）

2年 集合
住宅

－ － 光5Gコース 4,348円 （税込4,782円） 25,000円 （税込27,500円） -

第25種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（2年契約）

2年 集合
住宅

－ － 光10Gコース 5,128円 （税込5,640円） 25,000円 （税込27,500円） -

第26種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,348円 （税込3,682円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第26種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,348円 （税込3,682円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第26種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,348円 （税込3,682円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第26種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第26種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第26種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第26種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 4,348円 （税込4,782円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第26種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 4,348円 （税込4,782円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第26種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 4,348円 （税込4,782円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第26種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 5,128円 （税込5,640円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第26種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 5,128円 （税込5,640円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第26種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 5,128円 （税込5,640円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第27種 スマートお得プラン メガパックコース
（集合住宅）（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光120Mコース 3,681円 （税込4,049円） 10,000円 （税込11,000円） -

第27種 スマートお得プラン メガパックコース
（集合住宅）（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 10,000円 （税込11,000円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第27種 スマートお得プラン メガパックコース
（集合住宅）（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 20,000円 （税込22,000円） -

第27種 スマートお得プラン メガパックコース
（集合住宅）（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光5Gコース 5,348円 （税込5,882円） 10,000円 （税込11,000円） -

第27種 スマートお得プラン メガパックコース
（集合住宅）（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光10Gコース 6,128円 （税込6,740円） 10,000円 （税込11,000円） -

第28種 スマートお得プラン メガパックコース（2
年契約）（※3）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光120Mコース 3,681円 （税込4,049円） 20,000円 （税込22,000円） -

第28種 スマートお得プラン メガパックコース（2
年契約）（※3）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 20,000円 （税込22,000円） -

第28種 スマートお得プラン メガパックコース（2
年契約）（※3）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 20,000円 （税込22,000円） -

第28種 スマートお得プラン メガパックコース（2
年契約）（※3）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光5Gコース 5,348円 （税込5,882円） 20,000円 （税込22,000円） -

第28種 スマートお得プラン メガパックコース（2
年契約）（※3）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光10Gコース 6,128円 （税込6,740円） 20,000円 （税込22,000円） -

第29種 In My Room スマートお得プラン メガ
パックコース（1年契約）（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,238円 （税込5,761円） 8,500円 （税込9,350円） -

第29種 In My Room スマートお得プラン メガ
パックコース（1年契約）（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光120Mコース 4,071円 （税込4,478円） 8,500円 （税込9,350円） -

第29種 In My Room スマートお得プラン メガ
パックコース（1年契約）（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光320Mコース 4,738円 （税込5,211円） 8,500円 （税込9,350円） -

第29種 In My Room スマートお得プラン メガ
パックコース（1年契約）（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光5Gコース 5,738円 （税込6,311円） 8,500円 （税込9,350円） -

第29種 In My Room スマートお得プラン メガ
パックコース（1年契約）（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光10Gコース 6,518円 （税込7,169円） 8,500円 （税込9,350円） -

第30種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（2年契約）（※3）

2年 集合
住宅

－ － 光320Mコース 3,348円 （税込3,682円） 25,000円 （税込27,500円） -

第30種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（2年契約）（※3）

2年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 25,000円 （税込27,500円） -

第30種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（2年契約）（※3）

2年 集合
住宅

－ － 光5Gコース 4,348円 （税込4,782円） 25,000円 （税込27,500円） -

第30種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（2年契約）（※3）

2年 集合
住宅

－ － 光10Gコース 5,128円 （税込5,640円） 25,000円 （税込27,500円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第31種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）（※1）（※3）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,348円 （税込3,682円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第31種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）（※1）（※3）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,348円 （税込3,682円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第31種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）（※1）（※3）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,348円 （税込3,682円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第31種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）（※1）（※3）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第31種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）（※1）（※3）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第31種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）（※1）（※3）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第31種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）（※1）（※3）

3年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 4,348円 （税込4,782円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第31種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）（※1）（※3）

3年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 4,348円 （税込4,782円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第31種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）（※1）（※3）

3年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 4,348円 （税込4,782円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第31種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）（※1）（※3）

3年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 5,128円 （税込5,640円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第31種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）（※1）（※3）

3年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 5,128円 （税込5,640円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第31種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）（※1）（※3）

3年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 5,128円 （税込5,640円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第32種 J:COM NET 特別コース（1年契約）（※
3）

1年 集合
住宅

（※4） － 光120Mコース 3,800円 （税込4,180円） 8,500円 （税込9,350円） -

第32種 J:COM NET 特別コース（1年契約）（※
3）

1年 集合
住宅

（※4） － 光320Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） -

第32種 J:COM NET 特別コース（1年契約）（※
3）

1年 集合
住宅

（※4） － 光1Gコース 5,000円 （税込5,500円） 8,500円 （税込9,350円） -

第32種 J:COM NET 特別コース（1年契約）（※
3）

1年 集合
住宅

（※4） － 光5Gコース 5,500円 （税込6,050円） 8,500円 （税込9,350円） -

第32種 J:COM NET 特別コース（1年契約）（※
3）

1年 集合
住宅

（※4） － 光10Gコース 6,280円 （税込6,908円） 8,500円 （税込9,350円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第33種 J:COM NET 特別コース（2年契約）（※
3）

2年 戸建
住宅

（※4） － 光120Mコース 3,800円 （税込4,180円） 8,500円 （税込9,350円） -

第33種 J:COM NET 特別コース（2年契約）（※
3）

2年 戸建
住宅

（※4） － 光320Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） -

第33種 J:COM NET 特別コース（2年契約）（※
3）

2年 戸建
住宅

（※4） － 光1Gコース 5,000円 （税込5,500円） 8,500円 （税込9,350円） -

第33種 J:COM NET 特別コース（2年契約）（※
3）

2年 戸建
住宅

（※4） － 光5Gコース 5,500円 （税込6,050円） 8,500円 （税込9,350円） -

第33種 J:COM NET 特別コース（2年契約）（※
3）

2年 戸建
住宅

（※4） － 光10Gコース 6,280円 （税込6,908円） 8,500円 （税込9,350円） -

第34種 スマートお得プランEX メガパックコース
（集合住宅）（※3）

1年 集合
住宅

STVB － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 10,000円 （税込11,000円） -

第34種 スマートお得プランEX メガパックコース
（集合住宅）（※3）

2年 集合
住宅

STVB － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 20,000円 （税込22,000円） -

第34種 スマートお得プランEX メガパックコース
（集合住宅）（※3）

1年 集合
住宅

STVB － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 10,000円 （税込11,000円） -

第34種 スマートお得プランEX メガパックコース
（集合住宅）（※3）

2年 集合
住宅

STVB － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 20,000円 （税込22,000円） -

第35種 スマートお得プランEX メガパックコース
（2年契約）（※3）

2年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 20,000円 （税込22,000円） -

第35種 スマートお得プランEX メガパックコース
（2年契約）（※3）

2年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 20,000円 （税込22,000円） -

第36種 In My Room スマートお得プランEX メ
ガパックコース（1年契約）（※3）

1年 集合
住宅

STVB TVプランBコンパクト 光320Mコース 4,738円 （税込5,211円） 8,500円 （税込9,350円） -

第36種 In My Room スマートお得プランEX メ
ガパックコース（1年契約）（※3）

1年 集合
住宅

STVB TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,238円 （税込5,761円） 8,500円 （税込9,350円） -

第37種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（2年契約）（※3）

2年 集合
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 25,000円 （税込27,500円） -

第37種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（2年契約）（※3）

2年 集合
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 25,000円 （税込27,500円） -

第38種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（3年契約（※1））（※3）

3年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第38種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（3年契約（※1））（※3）

3年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第38種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（3年契約（※1））（※3）

3年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第38種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（3年契約（※1））（※3）

3年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第38種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（3年契約（※1））（※3）

3年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第38種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（3年契約（※1））（※3）

3年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第39種 お得プラン（1年契約） 電力セット 1年 集合
住宅

－ － 光120Mコース 3,681円 （税込4,049円） 8,500円 （税込9,350円） -

第39種 お得プラン（1年契約） 電力セット 1年 集合
住宅

－ － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 8,500円 （税込9,350円） -

第39種 お得プラン（1年契約） 電力セット 1年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 8,500円 （税込9,350円） -

第40種 お得プラン（2年契約） 電力セット 2年 戸建
住宅

－ － 光120Mコース 3,681円 （税込4,049円） 8,500円 （税込9,350円） -

第40種 お得プラン（2年契約） 電力セット 2年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 8,500円 （税込9,350円） -

第40種 お得プラン（2年契約） 電力セット 2年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 8,500円 （税込9,350円） -

第41種 In My Room お得プラン 電力セット 1年 集合
住宅

－ TVプランBコンパクト 光120Mコース 4,071円 （税込4,478円） 8,500円 （税込9,350円） -

第41種 In My Room お得プラン 電力セット 1年 集合
住宅

－ TVプランBコンパクト 光320Mコース 4,738円 （税込5,211円） 8,500円 （税込9,350円） -

第41種 In My Room お得プラン 電力セット 1年 集合
住宅

－ TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,238円 （税込5,761円） 8,500円 （税込9,350円） -

第42種 NET パック<PHONE>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

－ － 光120Mコース 3,800円 （税込4,180円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第42種 NET パック<PHONE>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

－ － 光320Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第42種 NET パック<PHONE>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 5,000円 （税込5,500円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第42種 NET パック<PHONE>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

－ － 光5Gコース 5,500円 （税込6,050円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第42種 NET パック<PHONE>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

－ － 光10Gコース 6,280円 （税込6,908円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第43種 NET パック<PHONE>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

－ － 光120Mコース 3,800円 （税込4,180円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第43種 NET パック<PHONE>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第43種 NET パック<PHONE>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 5,000円 （税込5,500円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第43種 NET パック<PHONE>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 5,500円 （税込6,050円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第43種 NET パック<PHONE>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 6,280円 （税込6,908円） 8,500円 （税込9,350円） 新規申込受付停止※一部物件をのぞく

第44種 お得セレクト（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

－ TV+NET+電力 光12Mコース 2,605円 （税込2,865円） 8,500円 （税込9,350円） -

第44種 お得セレクト（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

－ TV+NET+電力 光120Mコース 2,891円 （税込3,180円） 8,500円 （税込9,350円） -

第44種 お得セレクト（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

－ TV+NET+電力 光320Mコース 3,367円 （税込3,703円） 8,500円 （税込9,350円） -

第44種 お得セレクト（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 光12Mコース 2,857円 （税込3,142円） 8,500円 （税込9,350円） -

第44種 お得セレクト（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 光120Mコース 3,333円 （税込3,666円） 8,500円 （税込9,350円） -

第44種 お得セレクト（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 光320Mコース 3,810円 （税込4,191円） 8,500円 （税込9,350円） -

第44種 お得セレクト（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

－ TV+NET+電力 光1Gコース 3,867円 （税込4,253円） 8,500円 （税込9,350円） -

第44種 お得セレクト（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 光1Gコース 4,310円 （税込4,741円） 8,500円 （税込9,350円） -

第45種 お得セレクト（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+電力 光12Mコース 2,605円 （税込2,865円） 8,500円 （税込9,350円） -

第45種 お得セレクト（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+電力 光120Mコース 2,891円 （税込3,180円） 8,500円 （税込9,350円） -

第45種 お得セレクト（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+電力 光320Mコース 3,367円 （税込3,703円） 8,500円 （税込9,350円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第45種 お得セレクト（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 光12Mコース 2,857円 （税込3,142円） 8,500円 （税込9,350円） -

第45種 お得セレクト（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 光120Mコース 3,333円 （税込3,666円） 8,500円 （税込9,350円） -

第45種 お得セレクト（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 光320Mコース 3,810円 （税込4,191円） 8,500円 （税込9,350円） -

第45種 お得セレクト（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+電力 光1Gコース 3,867円 （税込4,253円） 8,500円 （税込9,350円） -

第45種 お得セレクト（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 光1Gコース 4,310円 （税込4,741円） 8,500円 （税込9,350円） -

第46種 スマートお得プランEX PHONEコース
（集合住宅）電力セット

1年 集合
住宅

STVB － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 10,000円 （税込11,000円） -

第46種 スマートお得プランEX PHONEコース
（集合住宅）電力セット

1年 集合
住宅

STVB － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 10,000円 （税込11,000円） -

第47種 スマートお得プランEX PHONEコース
（2年契約）電力セット

2年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 20,000円 （税込22,000円） -

第47種 スマートお得プランEX PHONEコース
（2年契約）電力セット

2年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 20,000円 （税込22,000円） -

第48種 スマートお得プランEX メガパックコース
（集合住宅）電力セット（※3）

1年 集合
住宅

STVB － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 10,000円 （税込11,000円） -

第48種 スマートお得プランEX メガパックコース
（集合住宅）電力セット（※3）

1年 集合
住宅

STVB － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 10,000円 （税込11,000円） -

第49種 スマートお得プランEX メガパックコース
（2年契約）電力セット（※3）

2年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 20,000円 （税込22,000円） -

第49種 スマートお得プランEX メガパックコース
（2年契約）電力セット（※3）

2年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 20,000円 （税込22,000円） -

第50種 In My Room スマートお得プランEX
PHONE コース（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

STVB TVプランBコンパクト 光320Mコース 4,738円 （税込5,211円） 8,500円 （税込9,350円） -

第50種 In My Room スマートお得プランEX
PHONE コース（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

STVB TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,238円 （税込5,761円） 8,500円 （税込9,350円） -

第51種 In My Room スマートお得プランEX メ
ガパックコース（1年契約）電力セット（※
3）

1年 集合
住宅

STVB TVプランBコンパクト 光320Mコース 4,738円 （税込5,211円） 8,500円 （税込9,350円） -

第51種 In My Room スマートお得プランEX メ
ガパックコース（1年契約）電力セット（※
3）

1年 集合
住宅

STVB TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,238円 （税込5,761円） 8,500円 （税込9,350円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第52種 NETパックEX（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

STVB － 光320Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） -

第52種 NETパックEX（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

STVB － 光1Gコース 5,000円 （税込5,500円） 8,500円 （税込9,350円） -

第53種 スマートお得セレクトEX（集合住宅）電
力セット

1年 集合
住宅

STVB TV+NET+TEL+電力 光320Mコース 4,010円 （税込4,411円） 10,000円 （税込11,000円） -

第53種 スマートお得セレクトEX（集合住宅）電
力セット

1年 集合
住宅

STVB TV+NET+電力 光320Mコース 3,610円 （税込3,971円） 10,000円 （税込11,000円） -

第53種 スマートお得セレクトEX（集合住宅）電
力セット

2年 集合
住宅

STVB TV+NET+TEL+電力 光320Mコース 4,010円 （税込4,411円） 15,000円 （税込16,500円） -

第53種 スマートお得セレクトEX（集合住宅）電
力セット

2年 集合
住宅

STVB TV+NET+電力 光320Mコース 3,610円 （税込3,971円） 15,000円 （税込16,500円） -

第53種 スマートお得セレクトEX（集合住宅）電
力セット

1年 集合
住宅

STVB TV+NET+TEL+電力 光1Gコース 4,510円 （税込4,961円） 10,000円 （税込11,000円） -

第53種 スマートお得セレクトEX（集合住宅）電
力セット

1年 集合
住宅

STVB TV+NET+電力 光1Gコース 4,110円 （税込4,521円） 10,000円 （税込11,000円） -

第53種 スマートお得セレクトEX（集合住宅）電
力セット

2年 集合
住宅

STVB TV+NET+TEL+電力 光1Gコース 4,510円 （税込4,961円） 15,000円 （税込16,500円） -

第53種 スマートお得セレクトEX（集合住宅）電
力セット

2年 集合
住宅

STVB TV+NET+電力 光1Gコース 4,110円 （税込4,521円） 15,000円 （税込16,500円） -

第54種 スマートお得セレクトEX（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

STVB TV+NET+TEL+電力 光320Mコース 4,010円 （税込4,411円） 15,000円 （税込16,500円） -

第54種 スマートお得セレクトEX（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

STVB TV+NET+電力 光320Mコース 3,610円 （税込3,971円） 15,000円 （税込16,500円） -

第54種 スマートお得セレクトEX（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

STVB TV+NET+TEL+電力 光1Gコース 4,510円 （税込4,961円） 15,000円 （税込16,500円） -

第54種 スマートお得セレクトEX（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

STVB TV+NET+電力 光1Gコース 4,110円 （税込4,521円） 15,000円 （税込16,500円） -

第55種 スマートお得プラン PHONEコース（集
合住宅）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光120Mコース 3,681円 （税込4,049円） 10,000円 （税込11,000円） -

第55種 スマートお得プラン PHONEコース（集
合住宅）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 10,000円 （税込11,000円） -

第55種 スマートお得プラン PHONEコース（集
合住宅）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 10,000円 （税込11,000円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第55種 スマートお得プラン PHONEコース（集
合住宅）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光5Gコース 5,348円 （税込5,882円） 10,000円 （税込11,000円） -

第55種 スマートお得プラン PHONEコース（集
合住宅）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光10Gコース 6,128円 （税込6,740円） 10,000円 （税込11,000円） -

第56種 スマートお得プラン PHONEコース（2年
契約）電力セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光120Mコース 3,681円 （税込4,049円） 20,000円 （税込22,000円） -

第56種 スマートお得プラン PHONEコース（2年
契約）電力セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 20,000円 （税込22,000円） -

第56種 スマートお得プラン PHONEコース（2年
契約）電力セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 20,000円 （税込22,000円） -

第56種 スマートお得プラン PHONEコース（2年
契約）電力セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光5Gコース 5,348円 （税込5,882円） 20,000円 （税込22,000円） -

第56種 スマートお得プラン PHONEコース（2年
契約）電力セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光10Gコース 6,128円 （税込6,740円） 20,000円 （税込22,000円） -

第57種 スマートお得プラン メガパックコース
（集合住宅）電力セット（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光120Mコース 3,681円 （税込4,049円） 10,000円 （税込11,000円） -

第57種 スマートお得プラン メガパックコース
（集合住宅）電力セット（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 10,000円 （税込11,000円） -

第57種 スマートお得プラン メガパックコース
（集合住宅）電力セット（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 10,000円 （税込11,000円） -

第57種 スマートお得プラン メガパックコース
（集合住宅）電力セット（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光5Gコース 5,348円 （税込5,882円） 10,000円 （税込11,000円） -

第57種 スマートお得プラン メガパックコース
（集合住宅）電力セット（※3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光10Gコース 6,128円 （税込6,740円） 10,000円 （税込11,000円） -

第58種 スマートお得プラン メガパックコース（2
年契約）電力セット（※3）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光120Mコース 3,681円 （税込4,049円） 20,000円 （税込22,000円） -

第58種 スマートお得プラン メガパックコース（2
年契約）電力セット（※3）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光320Mコース 4,348円 （税込4,782円） 20,000円 （税込22,000円） -

第58種 スマートお得プラン メガパックコース（2
年契約）電力セット（※3）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光1Gコース 4,848円 （税込5,332円） 20,000円 （税込22,000円） -

第58種 スマートお得プラン メガパックコース（2
年契約）電力セット（※3）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光5Gコース 5,348円 （税込5,882円） 20,000円 （税込22,000円） -

第58種 スマートお得プラン メガパックコース（2
年契約）電力セット（※3）

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 光10Gコース 6,128円 （税込6,740円） 20,000円 （税込22,000円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第59種 In My Room スマートお得プラン
PHONEコース（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光120Mコース 4,071円 （税込4,478円） 8,500円 （税込9,350円） -

第59種 In My Room スマートお得プラン
PHONEコース（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光320Mコース 4,738円 （税込5,211円） 8,500円 （税込9,350円） -

第59種 In My Room スマートお得プラン
PHONEコース（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,238円 （税込5,761円） 8,500円 （税込9,350円） -

第60種 In My Room スマートお得プラン メガ
パックコース（1年契約）電力セット（※
3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光120Mコース 4,071円 （税込4,478円） 8,500円 （税込9,350円） -

第60種 In My Room スマートお得プラン メガ
パックコース（1年契約）電力セット（※
3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光320Mコース 4,738円 （税込5,211円） 8,500円 （税込9,350円） -

第60種 In My Room スマートお得プラン メガ
パックコース（1年契約）電力セット（※
3）

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,238円 （税込5,761円） 8,500円 （税込9,350円） -

第61種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力 光12Mコース 2,857円 （税込3,142円） 10,000円 （税込11,000円） -

第61種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力 光120Mコース 3,333円 （税込3,666円） 10,000円 （税込11,000円） -

第61種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力 光320Mコース 3,810円 （税込4,191円） 10,000円 （税込11,000円） -

第61種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+電力 光12Mコース 2,605円 （税込2,865円） 10,000円 （税込11,000円） -

第61種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+電力 光120Mコース 2,891円 （税込3,180円） 10,000円 （税込11,000円） -

第61種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+電力 光320Mコース 3,367円 （税込3,703円） 10,000円 （税込11,000円） -

第61種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力 光1Gコース 4,310円 （税込4,741円） 10,000円 （税込11,000円） -

第61種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+電力 光1Gコース 3,867円 （税込4,253円） 10,000円 （税込11,000円） -

第61種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力 光5Gコース 4,810円 （税込5,291円） 10,000円 （税込11,000円） -

第61種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+電力 光5Gコース 4,367円 （税込4,803円） 10,000円 （税込11,000円） -

第61種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力 光10Gコース 5,590円 （税込6,149円） 10,000円 （税込11,000円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第61種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+電力 光10Gコース 5,147円 （税込5,661円） 10,000円 （税込11,000円） -

第62種 スマートお得セレクト（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力 光12Mコース 2,857円 （税込3,142円） 15,000円 （税込16,500円） -

第62種 スマートお得セレクト（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力 光120Mコース 3,333円 （税込3,666円） 15,000円 （税込16,500円） -

第62種 スマートお得セレクト（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力 光320Mコース 3,810円 （税込4,191円） 15,000円 （税込16,500円） -

第62種 スマートお得セレクト（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+電力 光12Mコース 2,605円 （税込2,865円） 15,000円 （税込16,500円） -

第62種 スマートお得セレクト（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+電力 光120Mコース 2,891円 （税込3,180円） 15,000円 （税込16,500円） -

第62種 スマートお得セレクト（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+電力 光320Mコース 3,367円 （税込3,703円） 15,000円 （税込16,500円） -

第62種 スマートお得セレクト（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力 光1Gコース 4,310円 （税込4,741円） 15,000円 （税込16,500円） -

第62種 スマートお得セレクト（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+電力 光1Gコース 3,867円 （税込4,253円） 15,000円 （税込16,500円） -

第62種 スマートお得セレクト（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力 光5Gコース 4,810円 （税込5,291円） 15,000円 （税込16,500円） -

第62種 スマートお得セレクト（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+電力 光5Gコース 4,367円 （税込4,803円） 15,000円 （税込16,500円） -

第62種 スマートお得セレクト（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力 光10Gコース 5,590円 （税込6,149円） 15,000円 （税込16,500円） -

第62種 スマートお得セレクト（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET+電力 光10Gコース 5,147円 （税込5,661円） 15,000円 （税込16,500円） -

第63種 J:COM NET 特別コース（1年契約）電
力セット（※3）

1年 集合
住宅

（※4） － 光120Mコース 3,800円 （税込4,180円） 8,500円 （税込9,350円） -

第63種 J:COM NET 特別コース（1年契約）電
力セット（※3）

1年 集合
住宅

（※4） － 光320Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） -

第63種 J:COM NET 特別コース（1年契約）電
力セット（※3）

1年 集合
住宅

（※4） － 光1Gコース 5,000円 （税込5,500円） 8,500円 （税込9,350円） -

第63種 J:COM NET 特別コース（1年契約）電
力セット（※3）

1年 集合
住宅

（※4） － 光5Gコース 5,500円 （税込6,050円） 8,500円 （税込9,350円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第63種 J:COM NET 特別コース（1年契約）電
力セット（※3）

1年 集合
住宅

（※4） － 光10Gコース 6,280円 （税込6,908円） 8,500円 （税込9,350円） -

第64種 J:COM NET 特別コース（2年契約）電
力セット（※3）

2年 戸建
住宅

（※4） － 光120Mコース 3,800円 （税込4,180円） 8,500円 （税込9,350円） -

第64種 J:COM NET 特別コース（2年契約）電
力セット（※3）

2年 戸建
住宅

（※4） － 光320Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） -

第64種 J:COM NET 特別コース（2年契約）電
力セット（※3）

2年 戸建
住宅

（※4） － 光1Gコース 5,000円 （税込5,500円） 8,500円 （税込9,350円） -

第64種 J:COM NET 特別コース（2年契約）電
力セット（※3）

2年 戸建
住宅

（※4） － 光5Gコース 5,500円 （税込6,050円） 8,500円 （税込9,350円） -

第64種 J:COM NET 特別コース（2年契約）電
力セット（※3）

2年 戸建
住宅

（※4） － 光10Gコース 6,280円 （税込6,908円） 8,500円 （税込9,350円） -

第65種 もっとお得プラン（3年契約）電力セット
（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 33,333円 （税込36,666円） 1年目

第65種 もっとお得プラン（3年契約）電力セット
（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 23,810円 （税込26,191円） 2年目

第65種 もっとお得プラン（3年契約）電力セット
（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 14,286円 （税込15,714円） 3年目

第65種 もっとお得プラン（3年契約）電力セット
（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 33,333円 （税込36,666円） 1年目

第65種 もっとお得プラン（3年契約）電力セット
（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 23,810円 （税込26,191円） 2年目

第65種 もっとお得プラン（3年契約）電力セット
（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 14,286円 （税込15,714円） 3年目

第66種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（2
年契約）電力セット

2年 集合
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 30,000円 （税込33,000円） -

第66種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（2
年契約）電力セット

2年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 30,000円 （税込33,000円） -

第67種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 38,095円 （税込41,904円） 1年目

第67種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 28,571円 （税込31,428円） 2年目

第67種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 16,667円 （税込18,333円） 3年目
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第67種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 38,095円 （税込41,904円） 1年目

第67種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 28,571円 （税込31,428円） 2年目

第67種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 16,667円 （税込18,333円） 3年目

第68種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（2年契約）電力セット

2年 集合
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 25,000円 （税込27,500円） -

第68種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（2年契約）電力セット

2年 集合
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 25,000円 （税込27,500円） -

第69種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第69種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第69種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第69種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第69種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第69種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第70種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（2年契約）電力セット（※3）

2年 集合
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 25,000円 （税込27,500円） -

第70種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（2年契約）電力セット（※3）

2年 集合
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 25,000円 （税込27,500円） -

第71種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第71種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第71種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

STVB － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第71種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第71種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第71種 スマートもっとお得プランEX メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

STVB － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第72種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（2年契約）電力セット

2年 集合
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 25,000円 （税込27,500円） -

第72種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（2年契約）電力セット

2年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 3,938円 （税込4,331円） 25,000円 （税込27,500円） -

第72種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（2年契約）電力セット

2年 集合
住宅

－ － 光5Gコース 4,438円 （税込4,881円） 25,000円 （税込27,500円） -

第72種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（2年契約）電力セット

2年 集合
住宅

－ － 光10Gコース 5,218円 （税込5,739円） 25,000円 （税込27,500円） -

第73種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第73種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第73種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第73種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第73種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第73種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第73種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 4,438円 （税込4,881円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第73種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 4,438円 （税込4,881円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第73種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 4,438円 （税込4,881円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第73種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 5,218円 （税込5,739円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第73種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 5,218円 （税込5,739円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第73種 スマートもっとお得プラン PHONEコー
ス（3年契約）電力セット（※1）

3年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 5,218円 （税込5,739円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第74種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（2年契約）電力セット（※3）

2年 集合
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 25,000円 （税込27,500円） -

第74種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（2年契約）電力セット（※3）

2年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 25,000円 （税込27,500円） -

第74種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（2年契約）電力セット（※3）

2年 集合
住宅

－ － 光5Gコース 4,438円 （税込4,881円） 25,000円 （税込27,500円） -

第74種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（2年契約）電力セット（※3）

2年 集合
住宅

－ － 光10Gコース 5,218円 （税込5,739円） 25,000円 （税込27,500円） -

第75種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第75種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第75種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 3,438円 （税込3,781円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第75種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第75種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第75種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 3,848円 （税込4,232円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第75種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 4,438円 （税込4,881円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第75種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 4,438円 （税込4,881円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第75種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 4,438円 （税込4,881円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第75種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 5,218円 （税込5,739円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第75種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 5,218円 （税込5,739円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第75種 スマートもっとお得プラン メガパック
コース（3年契約）電力セット（※1）（※
3）

3年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 5,218円 （税込5,739円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第76種 NETパック<メガパック>（1年契約）（※
3）

1年 集合
住宅

－ － 光120Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） -

第76種 NETパック<メガパック>（1年契約）（※
3）

1年 集合
住宅

－ － 光320Mコース 5,200円 （税込5,720円） 8,500円 （税込9,350円） -

第76種 NETパック<メガパック>（1年契約）（※
3）

1年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 5,700円 （税込6,270円） 8,500円 （税込9,350円） -

第76種 NETパック<メガパック>（1年契約）（※
3）

1年 集合
住宅

－ － 光5Gコース 6,200円 （税込6,820円） 8,500円 （税込9,350円） -

第76種 NETパック<メガパック>（1年契約）（※
3）

1年 集合
住宅

－ － 光10Gコース 6,980円 （税込7,678円） 8,500円 （税込9,350円） -

第77種 NETパック<メガパック>（2年契約）（※
3）

2年 戸建
住宅

－ － 光120Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） -

第77種 NETパック<メガパック>（2年契約）（※
3）

2年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 5,200円 （税込5,720円） 8,500円 （税込9,350円） -

第77種 NETパック<メガパック>（2年契約）（※
3）

2年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 5,700円 （税込6,270円） 8,500円 （税込9,350円） -

第77種 NETパック<メガパック>（2年契約）（※
3）

2年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 6,200円 （税込6,820円） 8,500円 （税込9,350円） -

第77種 NETパック<メガパック>（2年契約）（※
3）

2年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 6,980円 （税込7,678円） 8,500円 （税込9,350円） -

第78種 NETパック<メガパック>（1年契約）電力
セット（※3）

1年 集合
住宅

－ － 光120Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） -

第78種 NETパック<メガパック>（1年契約）電力
セット（※3）

1年 集合
住宅

－ － 光320Mコース 5,200円 （税込5,720円） 8,500円 （税込9,350円） -

第78種 NETパック<メガパック>（1年契約）電力
セット（※3）

1年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 5,700円 （税込6,270円） 8,500円 （税込9,350円） -

第78種 NETパック<メガパック>（1年契約）電力
セット（※3）

1年 集合
住宅

－ － 光5Gコース 6,200円 （税込6,820円） 8,500円 （税込9,350円） -

第78種 NETパック<メガパック>（1年契約）電力
セット（※3）

1年 集合
住宅

－ － 光10Gコース 6,980円 （税込7,678円） 8,500円 （税込9,350円） -

第79種 NETパック<メガパック>（2年契約）電力
セット（※3）

2年 戸建
住宅

－ － 光120Mコース 4,500円 （税込4,950円） 8,500円 （税込9,350円） -

第79種 NETパック<メガパック>（2年契約）電力
セット（※3）

2年 戸建
住宅

－ － 光320Mコース 5,200円 （税込5,720円） 8,500円 （税込9,350円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第79種 NETパック<メガパック>（2年契約）電力
セット（※3）

2年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 5,700円 （税込6,270円） 8,500円 （税込9,350円） -

第79種 NETパック<メガパック>（2年契約）電力
セット（※3）

2年 戸建
住宅

－ － 光5Gコース 6,200円 （税込6,820円） 8,500円 （税込9,350円） -

第79種 NETパック<メガパック>（2年契約）電力
セット（※3）

2年 戸建
住宅

－ － 光10Gコース 6,980円 （税込7,678円） 8,500円 （税込9,350円） -

第80種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランBコンパ
クト＋1Ｍ、12M）

光1Gコース 3,000円 （税込3,300円） 1,000円 （税込1,100円） -

第80種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランBコンパ
クト＋1Ｍ、12M）

光320Mコース 2,500円 （税込2,750円） 1,000円 （税込1,100円） -

第80種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
コンパクト＋1Ｍ、12M）

光320Mコース 2,500円 （税込2,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第80種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
コンパクト＋1Ｍ、12M）

光1Gコース 3,000円 （税込3,300円） 8,500円 （税込9,350円） -

第80種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランBコンパ
クト＋1Ｍ、12M）

光5Gコース 3,300円 （税込3,630円） 1,000円 （税込1,100円） -

第80種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
コンパクト＋1Ｍ、12M）

光5Gコース 3,300円 （税込3,630円） 8,500円 （税込9,350円） -

第80種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランBコンパ
クト＋1Ｍ、12M）

光10Gコース 3,600円 （税込3,960円） 1,000円 （税込1,100円） -

第80種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
コンパクト＋1Ｍ、12M）

光10Gコース 3,600円 （税込3,960円） 8,500円 （税込9,350円） -

第81種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+電力（TVプランB
コンパクト＋1Ｍ、12M）

光1Gコース 3,000円 （税込3,300円） 1,000円 （税込1,100円） -

第81種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+電力（TVプランB
コンパクト＋1Ｍ、12M）

光320Mコース 2,500円 （税込2,750円） 1,000円 （税込1,100円） -

第81種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力（TVプ
ランBコンパクト＋1Ｍ、
12M）

光320Mコース 2,500円 （税込2,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第81種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力（TVプ
ランBコンパクト＋1Ｍ、
12M）

光1Gコース 3,000円 （税込3,300円） 8,500円 （税込9,350円） -

第82種 J:COM法人パック 2年 － － － 光120Mコース 4,031円 （税込4,434円） 8,500円 （税込9,350円） -

第82種 J:COM法人パック 2年 － － － 光320Mコース 4,650円 （税込5,115円） 8,500円 （税込9,350円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第82種 J:COM法人パック 2年 － － － 光1Gコース 5,150円 （税込5,665円） 8,500円 （税込9,350円） -

第82種 J:COM法人パック 2年 － － － 光5Gコース 5,650円 （税込6,215円） 8,500円 （税込9,350円） -

第82種 J:COM法人パック 2年 － － － 光10Gコース 6,430円 （税込7,073円） 8,500円 （税込9,350円） -

第83種 J:COM法人パック（電力セット） 2年 － － － 光120Mコース 4,031円 （税込4,434円） 8,500円 （税込9,350円） -

第83種 J:COM法人パック（電力セット） 2年 － － － 光320Mコース 4,650円 （税込5,115円） 8,500円 （税込9,350円） -

第83種 J:COM法人パック（電力セット） 2年 － － － 光1Gコース 5,150円 （税込5,665円） 8,500円 （税込9,350円） -

第84種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランB＋1
Ｍ、12M）

光1Gコース 3,000円 （税込3,300円） 1,000円 （税込1,100円） -

第84種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランB＋1
Ｍ、12M）

光320Mコース 2,500円 （税込2,750円） 1,000円 （税込1,100円） -

第84種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
＋1Ｍ、12M）

光320Mコース 2,500円 （税込2,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第84種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
＋1Ｍ、12M）

光1Gコース 3,000円 （税込3,300円） 8,500円 （税込9,350円） -

第84種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランB＋1
Ｍ、12M）

光5Gコース 3,300円 （税込3,630円） 1,000円 （税込1,100円） -

第84種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
＋1Ｍ、12M）

光5Gコース 3,300円 （税込3,630円） 8,500円 （税込9,350円） -

第84種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランB＋1
Ｍ、12M）

光10Gコース 3,600円 （税込3,960円） 1,000円 （税込1,100円） -

第84種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
＋1Ｍ、12M）

光10Gコース 3,600円 （税込3,960円） 8,500円 （税込9,350円） -

第85種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+電力（TVプランB
＋1Ｍ、12M）

光1Gコース 3,000円 （税込3,300円） 1,000円 （税込1,100円） -

第85種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+電力（TVプランB
＋1Ｍ、12M）

光320Mコース 2,500円 （税込2,750円） 1,000円 （税込1,100円） -

第85種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力（TVプ
ランB＋1Ｍ、12M）

光320Mコース 2,500円 （税込2,750円） 8,500円 （税込9,350円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第85種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力（TVプ
ランB＋1Ｍ、12Ｍ）

光1Gコース 3,000円 （税込3,300円） 8,500円 （税込9,350円） -

第86種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランBコンパ
クト＋120M）

光1Gコース 2,000円 （税込2,200円） 1,000円 （税込1,100円） -

第86種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランBコンパ
クト＋120M）

光320Mコース 1,500円 （税込1,650円） 1,000円 （税込1,100円） -

第86種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
コンパクト＋120M）

光320Mコース 1,500円 （税込1,650円） 8,500円 （税込9,350円） -

第86種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
コンパクト＋120M）

光1Gコース 2,000円 （税込2,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第86種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランBコンパ
クト＋120M）

光5Gコース 2,300円 （税込2,530円） 1,000円 （税込1,100円） -

第86種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
コンパクト＋120M）

光5Gコース 2,300円 （税込2,530円） 8,500円 （税込9,350円） -

第86種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランBコンパ
クト＋120M）

光10Gコース 2,600円 （税込2,860円） 1,000円 （税込1,100円） -

第86種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
コンパクト＋120M）

光10Gコース 2,600円 （税込2,860円） 8,500円 （税込9,350円） -

第87種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+電力（TVプランB
コンパクト＋120M）

光1Gコース 2,000円 （税込2,200円） 1,000円 （税込1,100円） -

第87種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+電力（TVプランB
コンパクト＋120M）

光320Mコース 1,500円 （税込1,650円） 1,000円 （税込1,100円） -

第87種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力（TVプ
ランBコンパクト＋120M）

光320Mコース 1,500円 （税込1,650円） 8,500円 （税込9,350円） -

第87種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力（TVプ
ランBコンパクト＋120M）

光1Gコース 2,000円 （税込2,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第88種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランB＋
120M）

光1Gコース 2,000円 （税込2,200円） 1,000円 （税込1,100円） -

第88種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランB＋
120M）

光320Mコース 1,500円 （税込1,650円） 1,000円 （税込1,100円） -

第88種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
＋120M）

光320Mコース 1,500円 （税込1,650円） 8,500円 （税込9,350円） -

第88種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
＋120M）

光1Gコース 2,000円 （税込2,200円） 8,500円 （税込9,350円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第88種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランB＋
120M）

光5Gコース 2,300円 （税込2,530円） 1,000円 （税込1,100円） -

第88種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
＋120M）

光5Gコース 2,300円 （税込2,530円） 8,500円 （税込9,350円） -

第88種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET（TVプランB＋
120M）

光10Gコース 2,600円 （税込2,860円） 1,000円 （税込1,100円） -

第88種 In My Room 特別プラン（※3） 2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL（TVプランB
＋120M）

光10Gコース 2,600円 （税込2,860円） 8,500円 （税込9,350円） -

第89種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+電力（TVプランB
＋120M）

光1Gコース 2,000円 （税込2,200円） 1,000円 （税込1,100円） -

第89種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+電力（TVプランB
＋120M）

光320Mコース 1,500円 （税込1,650円） 1,000円 （税込1,100円） -

第89種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力（TVプ
ランB＋120M）

光320Mコース 1,500円 （税込1,650円） 8,500円 （税込9,350円） -

第89種 In My Room 特別プラン 電力セット（※
3）

2年 集合
住宅

J:COM LINK+録画用
ハードディスク（レンタ
ル）/4KJB/SJB

TV+NET+TEL+電力（TVプ
ランB＋120M）

光1Gコース 2,000円 （税込2,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第90種 スマートお得プラン TV+NETコース（集
合住宅）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 10,000円 （税込11,000円） -

第90種 スマートお得プラン TV+NETコース（集
合住宅）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 10,000円 （税込11,000円） -

第90種 スマートお得プラン TV+NETコース（集
合住宅）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第90種 スマートお得プラン TV+NETコース（集
合住宅）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光5Gコース 5,528円 （税込6,080円） 10,000円 （税込11,000円） -

第90種 スマートお得プラン TV+NETコース（集
合住宅）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光10Gコース 6,308円 （税込6,938円） 10,000円 （税込11,000円） -

第91種 削除 2年 戸建
住宅

- - - - - - - -

第91種 スマートお得プラン TV+NETコース（2
年契約）

2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 20,000円 （税込22,000円） -

第91種 スマートお得プラン TV+NETコース（2
年契約）

2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第91種 スマートお得プラン TV+NETコース（2
年契約）

2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第91種 スマートお得プラン TV+NETコース（2
年契約）

2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光5Gコース 5,528円 （税込6,080円） 20,000円 （税込22,000円） -

第91種 スマートお得プラン TV+NETコース（2
年契約）

2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光10Gコース 6,308円 （税込6,938円） 20,000円 （税込22,000円） -

第92種 In My Room スマートお得プラン
TV+NETコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,238円 （税込5,761円） 8,500円 （税込9,350円） -

第92種 In My Room スマートお得プラン
TV+NETコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TVプランBコンパクト 光320Mコース 4,738円 （税込5,211円） 8,500円 （税込9,350円） -

第92種 In My Room スマートお得プラン
TV+NETコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TVプランD 光320Mコース 4,548円 （税込5,002円） 8,500円 （税込9,350円） -

第92種 In My Room スマートお得プラン
TV+NETコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TVプランD 光1Gコース 5,048円 （税込5,552円） 8,500円 （税込9,350円） -

第92種 In My Room スマートお得プラン
TV+NETコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TVプランBコンパクト 光5Gコース 5,738円 （税込6,311円） 8,500円 （税込9,350円） -

第92種 In My Room スマートお得プラン
TV+NETコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TVプランD 光5Gコース 5,548円 （税込6,102円） 8,500円 （税込9,350円） -

第92種 In My Room スマートお得プラン
TV+NETコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TVプランBコンパクト 光10Gコース 6,518円 （税込7,169円） 8,500円 （税込9,350円） -

第92種 In My Room スマートお得プラン
TV+NETコース（1年契約）

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TVプランD 光10Gコース 6,328円 （税込6,960円） 8,500円 （税込9,350円） -

第93種 スマートお得プラン TV+NETコース（集
合住宅）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 10,000円 （税込11,000円） -

第93種 スマートお得プラン TV+NETコース（集
合住宅）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 10,000円 （税込11,000円） -

第93種 スマートお得プラン TV+NETコース（集
合住宅）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第93種 スマートお得プラン TV+NETコース（集
合住宅）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光5Gコース 5,528円 （税込6,080円） 10,000円 （税込11,000円） -

第93種 スマートお得プラン TV+NETコース（集
合住宅）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光10Gコース 6,308円 （税込6,938円） 10,000円 （税込11,000円） -

第94種 削除 2年 戸建
住宅

- - - - - - - -

第94種 スマートお得プラン TV+NETコース（2
年契約）電力セット

2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 20,000円 （税込22,000円） -
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J:COM NET サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

大分ケーブルテレコム株式会社

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※2） 品目 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第94種 スマートお得プラン TV+NETコース（2
年契約）電力セット

2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第94種 スマートお得プラン TV+NETコース（2
年契約）電力セット

2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第94種 スマートお得プラン TV+NETコース（2
年契約）電力セット

2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光5Gコース 5,528円 （税込6,080円） 20,000円 （税込22,000円） -

第94種 スマートお得プラン TV+NETコース（2
年契約）電力セット

2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB － 光10Gコース 6,308円 （税込6,938円） 20,000円 （税込22,000円） -

第95種 In My Room スマートお得プラン
TV+NETコース（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,238円 （税込5,761円） 8,500円 （税込9,350円） -

第95種 In My Room スマートお得プラン
TV+NETコース（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TVプランBコンパクト 光320Mコース 4,738円 （税込5,211円） 8,500円 （税込9,350円） -

第95種 In My Room スマートお得プラン
TV+NETコース（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TVプランD 光320Mコース 4,548円 （税込5,002円） 8,500円 （税込9,350円） -

第95種 In My Room スマートお得プラン
TV+NETコース（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TVプランD 光1Gコース 5,048円 （税込5,552円） 8,500円 （税込9,350円） -

第96種 お得NET（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ NET 光320Mコース 4,280円 （税込4,708円） 3,500円 （税込3,850円） ・再送信追加時は4,233円（税込4,656円）/月
・J:COM PHONE プラス追加時は4,150円（税込4,565円）/月
・再送信、J:COM PHONE プラス追加時は3,703円（税込4,073
円）/月

第96種 お得NET（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ NET 光1Gコース 4,780円 （税込5,258円） 3,500円 （税込3,850円） ・再送信追加時は4,733円（税込5,206円）/月
・J:COM PHONE プラス追加時は4,650円（税込5,115円）/月
・再送信、J:COM PHONE プラス追加時は4,203円（税込4,623
円）/月

第96種 お得NET（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ NET 光5Gコース 5,280円 （税込5,808円） 3,500円 （税込3,850円） ・再送信追加時は5,233円（税込5,756円）/月
・J:COM PHONE プラス追加時は5,150円（税込5,665円）/月
・再送信、J:COM PHONE プラス追加時は4,703円（税込5,173
円）/月

第96種 お得NET（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ NET 光10Gコース 6,060円 （税込6,666円） 3,500円 （税込3,850円） ・再送信追加時は6,013円（税込6,614円）/月
・J:COM PHONE プラス追加時は5,930円（税込6,523円）/月
・再送信、J:COM PHONE プラス追加時は5,483円（税込6,031
円）/月

第96種 お得NET（1年契約） 1年 集合
住宅

－ NET 光320Mコース 4,280円 （税込4,708円） 3,500円 （税込3,850円） ・再送信追加時は4,233円（税込4,656円）/月
・J:COM PHONE プラス追加時は4,150円（税込4,565円）/月
・再送信、J:COM PHONE プラス追加時は3,703円（税込4,073
円）/月

第96種 お得NET（1年契約） 1年 集合
住宅

－ NET 光1Gコース 4,780円 （税込5,258円） 3,500円 （税込3,850円） ・再送信追加時は4,733円（税込5,206円）/月
・J:COM PHONE プラス追加時は4,650円（税込5,115円）/月
・再送信、J:COM PHONE プラス追加時は4,203円（税込4,623
円）/月

第96種 お得NET（1年契約） 1年 集合
住宅

－ NET 光5Gコース 5,280円 （税込5,808円） 3,500円 （税込3,850円） ・再送信追加時は5,233円（税込5,756円）/月
・J:COM PHONE プラス追加時は5,150円（税込5,665円）/月
・再送信、J:COM PHONE プラス追加時は4,703円（税込5,173
円）/月

第96種 お得NET（1年契約） 1年 集合
住宅

－ NET 光10Gコース 6,060円 （税込6,666円） 3,500円 （税込3,850円） ・再送信追加時は6,013円（税込6,614円）/月
・J:COM PHONE プラス追加時は5,930円（税込6,523円）/月
・再送信、J:COM PHONE プラス追加時は5,483円（税込6,031
円）/月
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