J:COMTV サービス
料金表
料金表Ⅰ利用料・工事費等
サービス名
項目

①J:COM TV スタンダー

②J:COM TV スタンダー

③J:COM TV コンパクト

⑤J:COM TV Mystyle（地

ドプラスサービス

ドサービス

サービス

デジ・BS デジコース）

J:COM TV スタンダード

J:COM TV スタンダード

J:COM TV コンパクト基

J:COM TV Mystyle（地デ

プラス基本番組利用料

基本番組利用料

本番組利用料 4,180 円

ジ・BS デジコース）利

（その他番組利用料を

4,980 円(税込 5,378 円) (税込 4,514 円)

料金
1．利用料（月額）

番組利用料
※注 1

含みます）

用料
1,143 円(税込 1,234 円)

5,980 円
（税込 6,458 円）

ただきます。

す。

ブルーレイディスク

ドライブ内蔵のもの

タイプⅢ

ハードディスクドラ

イブ内蔵のもの

タイプⅠ

録画機能付き STB の利用料※注 2

800 円（税込 864 円）／ 800 円(税込 864 円)／

1,000 円(税込 1,080 円) －

3,500 円
（税込 3,780 円） 3,500 円(税込 3,780

3,500 円(税込 3,780

/STB1 台毎

円)/STB1 台毎 J:COM TV

円)/STB1 台毎

J:COM TV スタンダード

スタンダード基本番組

J:COM TV コンパクト基

プラス基本番組利用料

利用料に追加して支払

本番組利用料に追加し

に追加して支払ってい

っていただきます。

て支払っていただきま

STB1 台毎

STB1 台毎 J:COM TV スタ ／STB1 台毎

J:COM TV スタンダード

ンダード基本番組利用

J:COM TV コンパクト基

プラス基本番組利用料

料に追加して支払って

本番組利用料に追加し

に追加して支払ってい

いただきます。

て支払っていただきま

ただきます。

す。
料金表Ⅰ-1

－

J:COMTV サービス
サービス名
項目

基本利用料

タイプⅣ

基本利用料
加利用料

録画機能付

タイプⅤ

高機能型 STB の利用料

※注 14

①J:COM TV スタンダー

②J:COM TV スタンダー

③J:COM TV コンパクト

⑤J:COM TV Mystyle（地

ドプラスサービス

ドサービス

サービス

デジ・BS デジコース）

300 円(税込 324 円)/契

300 円(税込 324 円)/契

300 円(税込 324 円)/契

－

約者 J:COM TV スタンダ

約者 J:COM TV スタンダ

約者 J:COM TV コンパク

ードプラス基本番組利

ード基本番組利用料に

ト基本番組利用料に追

用料に追加して支払っ

追加して支払っていた

加して支払っていただ

ていただきます。

だきます。

きます。

300 円(税込 324 円)/契

300 円(税込 324 円)/契

300 円(税込 324 円)/契

約者 J:COM TV スタンダ

約者 J:COM TV スタンダ

約者 J:COM TV コンパク

ードプラス基本番組利

ード基本番組利用料に

ト基本番組利用料に追

用料に追加して支払っ

追加して支払っていた

加して支払っていただ

ていただきます。

だきます。

きます。

1,200 円(税込 1,296

1,200 円(税込 1,296

1,200 円(税込 1,296

円)/STB1 台毎

円)/STB1 台毎

円)/STB1 台毎

－

－

300 円(税込 324 円)/契 300 円(税込 324 円)/契 300 円(税込 324 円)/契 基本利用料

タイプⅥ

約者 J:COM TV スタンダ 約者 J:COM TV スタンダ 約者 J:COM TV コンパク
ードプラス基本番組利 ード基本番組利用料に ト基本番組利用料に追
用料に追加して支払っ 追加して支払っていた 加して支払っていただ
ていただきます。

だきます。

料金表Ⅰ-2

きます。

J:COMTV サービス
サービス名
項目

①J:COM TV スタンダー

②J:COM TV スタンダー

③J:COM TV コンパクト

⑤J:COM TV Mystyle（地

ドプラスサービス

ドサービス

サービス

デジ・BS デジコース）

4K 対応録画機

能付加利用料

1,700 円
（税込 1,836 円） 1,700 円（税込 1,836 円） 1,700 円（税込 1,836 円） /STB1 台毎

/STB1 台毎

/STB1 台毎

有料番組利用料※注 3
WOWOW プライム

2,000 円
（税込 2,160 円） 2,000 円（税込 2,160 円） 2,000 円（税込 2,160 円） －

WOWOW ライブ

※注 11

※注 11

※注 11

スターチャンネル 1 プレミアム

2,300 円

2,300 円

2,300 円

2,300 円

スターチャンネル 2 セレクト

(税込 2,484 円）

（税込 2,484 円）

（税込 2,484 円）

（税込 2,484 円）

スターチャンネル 3 吹替専門

※加入契約時に視聴申 ※加入契約時に視聴申

WOWOW シネマ

込みをされた場合は、提 込みをされた場合は、提
供開始月の翌月は月額 供開始月の翌月は月額
利用料 500 円（税込 540 利用料 500 円（税込 540
円）

円）

衛星劇場 HD

1,800 円
（税込 1,944 円） 1,800 円（税込 1,944 円） 1,800 円（税込 1,944 円） －

グリーンチャンネル※注 4

1,200 円
（税込 1,296 円） 1,200 円(税込 1,296 円) 1,200 円(税込 1,296 円) －

グリーンチャンネル 2 ※注 4
フジテレビ ONE スポーツ・バラエティ※

-

－

注5
料金表Ⅰ-3

1,000 円(税込 1,080 円) －

J:COMTV サービス
サービス名
項目

①J:COM TV スタンダー

②J:COM TV スタンダー

③J:COM TV コンパクト

⑤J:COM TV Mystyle（地

ドプラスサービス

ドサービス

サービス

デジ・BS デジコース）

フジテレビ TWO ドラマ・アニメ※注 5
フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム

1,000 円(税込 1,080 円) 1,000 円(税込 1,080 円) 1,200 円(税込 1,296 円) －

フジテレビ ONE スポーツ・バラエティ※

－

－

1,350 円税込 1,458 円)

－

注6
フジテレビ TWO ドラマ・アニメ※注 6
フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム※注
6
AT-X HD！

1,800 円
（税込 1,944 円） 1,800 円(税込 1,944 円) 1,800 円(税込 1,944 円) －

東映チャンネル HD

1,500 円
（税込 1,620 円） 1,500 円(税込 1,620 円) 1,500 円(税込 1,620 円) －

レジャーチャンネル

900 円（税込 972 円）

デラックスアダルトセット

3,900 円
（税込 4,212 円） 3,900 円(税込 4,212 円) 3,900 円(税込 4,212 円) －

プレイボーイ・レッドセット※注 8

2,500 円
（税込 2,700 円） 2,500 円(税込 2,700 円) 2,500 円(税込 2,700 円) －

プレイボーイ チャンネル

2,300 円
（税込 2,484 円） 2,300 円(税込 2,484 円) 2,300 円(税込 2,484 円) －

レッドチェリー

2,300 円
（税込 2,484 円） 2,300 円(税込 2,484 円) 2,300 円(税込 2,484 円) －

ミッドナイト・ブルー

2,300 円
（税込 2,484 円） 2,300 円(税込 2,484 円) 2,300 円(税込 2,484 円) －

J SPORTS 4 HD

1,300 円
（税込 1,404 円） 1,300 円(税込 1,404 円) 1,300 円(税込 1,404 円) －

クラシカ・ジャパン HD

2,000 円
（税込 2,160 円） 2,000 円(税込 2,160 円) 2,000 円(税込 2,160 円) －

タカラヅカ・スカイ・ステージ

2,300 円
（税込 2,484 円） 2,300 円（税込 2,484 円） 2,300 円（税込 2,484 円） －

Mnet HD

2,300 円(税込 2,484 円) 2,300 円(税込 2,484 円) 2,300 円(税込 2,484 円) －

KNTV HD

2,500 円
（税込 2,700 円） 2,500 円(税込 2,700 円) 2,500 円(税込 2,700 円) －

FIGHTING TV サムライ

1,800 円
（税込 1,944 円） 1,800 円(税込 1,944 円) 1,800 円(税込 1,944 円) －

900 円(税込 972 円)

料金表Ⅰ-4

900 円(税込 972 円)

－

J:COMTV サービス
サービス名
項目

①J:COM TV スタンダー

②J:COM TV スタンダー

③J:COM TV コンパクト

⑤J:COM TV Mystyle（地

ドプラスサービス

ドサービス

サービス

デジ・BS デジコース）

SPEED チャンネル

900 円（税込 972 円）

900 円（税込 972 円）

900 円（税込 972 円）

－

CNN/US

－

1,800 円(税込 1,944 円) 1,800 円(税込 1,944 円) －

DATV

2,200 円
（税込 2,376 円） 2,200 円(税込 2,376 円) 2,200 円(税込 2,376 円) －

パチンコ★パチスロ TV！HD

1,000 円
（税込 1,080 円） 1,000 円(税込 1,080 円) 1,000 円(税込 1,080 円) －

上記以外のチャンネル

別に定める金額

課金単位ごと
PPV 等の利用料

追加の STB（J:COM TV スタンダードプラ

追加の STB（J:COM TV コンパクト）

－

い。

2,980 円(税込 3,218 円) 1,980 円(税込 2,138 円) 1,000 円(税込 1,080 円) －
／STB1 台毎

／STB1 台毎

－

1,500 円（税込 1,620 円） －

／STB1 台毎
－

/1 台毎

ス）
追加の STB（J:COM TV スタンダード）

－

EPG によりご確認くださ EPG によりご確認くださ
い

2 台目以降の機器使用料

課金単位ごと

※注 16
1,980 円
（税込 2,138 円） －

－

－

1,000 円(税込 1,080 円) 1,000 円(税込 1,080 円) －

－

/1 台毎
／STB1 台毎

／STB1 台毎

※追加する機器として
の STB の使用料は、適用
しません。

料金表Ⅰ-5

J:COMTV サービス
サービス名
項目

追加の STB（地デジ・BS デジコース用）

①J:COM TV スタンダー

②J:COM TV スタンダー

③J:COM TV コンパクト

⑤J:COM TV Mystyle（地

ドプラスサービス

ドサービス

サービス

デジ・BS デジコース）

476.2 円(税込 514 円)/1 476.2 円(税込 514 円)/1 476.2 円(税込 514 円)/1 －
台毎

台毎

台毎

2 台目としての J:COM TV セレクト（※注 980 円（税込 1,058 円） 980 円（税込 1,058 円） －
15）

/STB1 台

－

/STB1 台

1,000 円
（税込 1,080 円） 1,000 円(税込 1,080 円) 1,000 円(税込 1,080 円) －
/STB1 台毎

／STB1 台毎録画機能付

／STB1 台毎録画機能付

録画機能付き STB（タイ き STB（タイプⅠ）の場 き STB（タイプⅠ）の場
プⅠ）の場合は、2,000

合は、2,000 円(税込

合は、2,000 円(税込

円（税込 2,160 円）/STB1 2,160 円)／STB1 台毎

2,160 円)／STB1 台毎

台毎

録画機能付き STB（タイ

録画機能付き

録画機能付き STB（タイ STB（タイプⅡおよびタ

プⅡおよびタイプⅢ)の

プⅡおよびタイプⅢ）の イプⅢ)の場合は、2,500 場合は、2,500 円(税込
一時停止期間中の利用料

場合は、2,500 円（税込 円(税込 2,700 円)/STB1

2,700 円)/STB1 台毎

2,700 円）/STB1 台毎

高機能型 STB
（タイプⅣ）

台毎

高機能型 STB
（タイプⅣ） 高機能型 STB
（タイプⅣ） の場合は、1,300 円(税
の場合は、1,300 円(税

の場合は、1,300 円(税

込 1,404 円)／STB1 台毎

込 1,404 円)／STB1 台毎 込 1,404 円)／STB1 台毎 高機能型 STB
（タイプⅤ）
高機能型 STB（タイプⅤ 高機能型 STB
（タイプⅤ） の場合は、2,300 円(税
またはタイプⅥ）の場合 の場合は 2,300 円(税込
は、2,300 円(税込 2,484 2,484 円)／STB1 台毎
円)／STB1 台毎
料金表Ⅰ-6

込 2,484 円)／STB1 台毎

J:COMTV サービス
サービス名
項目

①J:COM TV スタンダー

②J:COM TV スタンダー

③J:COM TV コンパクト

⑤J:COM TV Mystyle（地

ドプラスサービス

ドサービス

サービス

デジ・BS デジコース）

1 冊目は、120 円（税込

1 冊目は、120 円(税込

1 冊目は、120 円(税込

200 円(税込 216 円)／番

129 円）、2 冊以降は、200 129 円)、2 冊目以降は、 129 円)、2 冊以降は、200 組表 1 冊毎
円（税込 216 円）／番組 200 円(税込 216 円)／番 円(税込 216 円)／番組

番組表料金

表 1 冊毎

組表 1 冊毎

表 1 冊毎※番組表を追

※番組表を追加した場

※番組表を追加した場

加した場合、簡易版の番

合、簡易版の番組表の配 合、簡易版の番組表の配 組表の配送は行いませ
送は行いません。

送は行いません。

※設置月を含む 6 ヶ月

※設置月を含む 6 ヶ月

間は番組表を無料とし

間は番組表を無料とし

ん。

ます。ただし、簡易版の ます。ただし、簡易版の

第 7 条(最低利用期間)に規定する解除料

番組表を希望された方

番組表を希望された方

は除きます。

は除きます。

最低利用期間の残余の

最低利用期間の残余の

最低利用期間の残余の

期間に対応する番組利

期間に対応する番組利

期間に対応する番組利

用料に相当する額とし

用料に相当する額とし

用料に相当する額とし

ます。

ます。

ます。

-

－

当社が特に認めた場合

追加の機器として以外

を除き、J:COM TV コン

の提供はありません。

その他特記事項

パクトサービスの新た
な申込みの受付および
変更の承諾を行ないま
料金表Ⅰ-7

－

J:COMTV サービス
サービス名
項目

①J:COM TV スタンダー

②J:COM TV スタンダー

③J:COM TV コンパクト

⑤J:COM TV Mystyle（地

ドプラスサービス

ドサービス

サービス

デジ・BS デジコース）

せん。
2．工事費、損害金等
引込・宅内工事費※注 9
戸建

実費※注 7

集合住宅

実費※注 7

その他の工事費

実費※注 7

故障点検・補修費

実費※注 7

撤去工事費※注 9
戸建

実費※注 7

集合住宅

実費※注 7

設定費

3,000 円（税込 3,240 円）

損害金（非課税）

18,000 円／STB(BSX101 を除く)1 台毎

※機器等の紛失および修理不能による場

10,000 円／STB(BSX101)1 台毎

合にも適用します。

2,000 円／CM1 台毎
29,000 円／録画機能付き STB(タイプⅠ)1 台毎
65,000 円／録画機能付き STB(タイプⅡ)1 台毎
61,000 円／録画機能付き STB(タイプⅢ)1 台毎
3,000 円／STB 専用リモコン
※リモコンのみ未返却の場合、1 個毎
10,000 円／ワイヤレススピーカー1 台毎

3．手続きに関する料金
料金表Ⅰ-8

J:COMTV サービス
サービス名
項目

①J:COM TV スタンダー

②J:COM TV スタンダー

③J:COM TV コンパクト

⑤J:COM TV Mystyle（地

ドプラスサービス

ドサービス

サービス

デジ・BS デジコース）

契約事務手数料

2,800 円（税込 3,024 円）

サービス変更手続料※注 10

別に算定する実費相当額

B-CAS カード再発行手数料

税込 2,050 円

C-CAS カード再発行手数料

1,905 円（税込 2,057 円）

取扱説明書再送手数料

実費

延滞手数料

600 円（税込 648 円）

料金表Ⅰ-9

