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

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第1種 J:COM TV My style （1年契約） 1年 集合
住宅

・地デジ・BSデジコース・別に定めるマン
スリー・オンデマンドサービスの利用（別
途利用料がかかります）

J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+TEL 494円 （税込543円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第1種 J:COM TV My style （1年契約） 1年 集合
住宅

・地デジ・BSデジコース・別に定めるマン
スリー・オンデマンドサービスの利用（別
途利用料がかかります）

J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+NET 314円 （税込345円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第1種 J:COM TV My style （1年契約） 1年 集合
住宅

・地デジ・BSデジコース・別に定めるマン
スリー・オンデマンドサービスの利用（別
途利用料がかかります）

J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+NET+TEL 314円 （税込345円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第2種 J:COM TV My style （2年契約） 2年 戸建
住宅

・地デジ・BSデジコース・別に定めるマン
スリー・オンデマンドサービスの利用（別
途利用料がかかります）

J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+TEL 494円 （税込543円） - 4,500円 （税込4,950円） -

第2種 J:COM TV My style （2年契約） 2年 戸建
住宅

・地デジ・BSデジコース・別に定めるマン
スリー・オンデマンドサービスの利用（別
途利用料がかかります）

J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+NET 314円 （税込345円） - 4,500円 （税込4,950円） -

第2種 J:COM TV My style （2年契約） 2年 戸建
住宅

・地デジ・BSデジコース・別に定めるマン
スリー・オンデマンドサービスの利用（別
途利用料がかかります）

J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+NET+TEL 314円 （税込345円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第3種 お得プラン（1年契約） 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

－ 5,000円 （税込5,500円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第3種 お得プラン（1年契約） 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

－ 4,000円 （税込4,400円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第4種 お得プラン（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

－ 5,000円 （税込5,500円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第4種 お得プラン（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダード J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

－ 4,000円 （税込4,400円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第5種 ジェイコムマガジン無料パック（1年契約） 1年 集合
住宅

番組表 - － 無料 無料 - 1,000円 （税込1,100円） -

第6種 ジェイコムマガジン無料パック（2年契約） 2年 戸建
住宅

番組表 - － 無料 無料 - 2,000円 （税込2,200円） -

第7種 ブルーレイHDR 長期契約タイプ（1年契約） 1年 集合
住宅

録画機能付きSTB（タイプⅢ） 録画機能付きSTB（タイプⅢ） － 2,500円 （税込2,750円） /1台 - - -

第8種 ブルーレイHDR 長期契約タイプ（2年契約） 2年 戸建
住宅

録画機能付きSTB（タイプⅢ） 録画機能付きSTB（タイプⅢ） － 2,500円 （税込2,750円） /1台 - - -
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J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第9種 お得プランミニ（1年契約） 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス STVBを除く － 5,460円 （税込6,006円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第9種 お得プランミニ（1年契約） 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

STVBを除く（J:COM TVフレックスの場
合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,460円 （税込4,906円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第10種 お得プランミニ（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードプラス STVBを除く － 5,460円 （税込6,006円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第10種 お得プランミニ（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

STVBを除く（J:COM TVフレックスの場
合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,460円 （税込4,906円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第11種 お得セレクト（1年契約） 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+TEL 2,318円 （税込2,549円） /1台目
限定

3,500円 （税込3,850円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第11種 お得セレクト（1年契約） 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+NET（※1） 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

8,500円 （税込9,350円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第11種 お得セレクト（1年契約） 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト STVB以外 TV+NET+TEL（※1） 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

8,500円 （税込9,350円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第12種 お得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+TEL 2,318円 （税込2,549円） /1台目
限定

4,500円 （税込4,950円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第12種 お得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+NET（※1） 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

8,500円 （税込9,350円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第12種 お得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV セレクト STVB以外 TV+NET+TEL（※1） 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

8,500円 （税込9,350円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第13種 J:COM In My Room TVセレクト（1年契約） 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト STVB以外 TVプランBまたはTV
プランC

1,180円 （税込1,298円） /1台目
限定

1,000円 （税込1,100円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第13種 J:COM In My Room TVセレクト（1年契約） 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト STVB以外 TVプランBコンパクト
またはTVプランD

1,680円 （税込1,848円） /1台目
限定

1,000円 （税込1,100円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第13種 J:COM In My Room TVセレクト（1年契約） 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト STVB以外 上記以外 2,180円 （税込2,398円） /1台目
限定

1,000円 （税込1,100円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第14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

J:COM TV スタンダードプラス STVB － 5,000円 （税込5,500円） - 10,000円 （税込11,000円） -
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J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第14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

J:COM TV スタンダード STVB － 4,000円 （税込4,400円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第14種 スマートお得プランEX PHONEコース（集合住
宅）

2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス STVB withタブレット － 5,000円 （税込5,500円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第14種 スマートお得プランEX PHONEコース（集合住
宅）

2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード STVB withタブレット － 4,000円 （税込4,400円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第15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

J:COM TV スタンダードプラス STVB/STVB withタブレット － 5,000円 （税込5,500円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第15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

J:COM TV スタンダード STVB/STVB withタブレット － 4,000円 （税込4,400円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第16種 スマートお得プランミニEX（1年契約） 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス STVB/STVB withタブレット － 5,460円 （税込6,006円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第16種 スマートお得プランミニEX（1年契約） 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード STVB/STVB withタブレット － 4,460円 （税込4,906円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第17種 スマートお得セレクトEX（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト STVB TV+NET+TEL 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

10,000円 （税込11,000円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第17種 スマートお得セレクトEX（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト STVB TV+NET 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

10,000円 （税込11,000円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第17種 スマートお得セレクトEX（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM TV セレクト STVB withタブレット TV+NET+TEL 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第17種 スマートお得セレクトEX（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM TV セレクト STVB withタブレット TV+NET 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第18種 スマートお得セレクト 2年 戸建
住宅

J:COM TV セレクト STVB TV+NET+TEL 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第18種 EX（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV セレクト STVB TV+NET 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

15,000円 （税込16,500円） -

第18種 EX（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV セレクト STVB withタブレット TV+NET+TEL 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

15,000円 （税込16,500円） -

定期契約　別表-3



J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第18種 EX（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV セレクト STVB withタブレット TV+NET 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

15,000円 （税込16,500円） -

第19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 TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB/SJB － 5,000円 （税込5,500円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第19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 TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

J:COM LINK/4KJB/SJB（J:COM TVフ
レックスの場合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,000円 （税込4,400円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第19種 スマートお得プラン PHONEコース（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB/SJB withタブレット － 5,000円 （税込5,500円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第19種 スマートお得プラン PHONEコース（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

J:COM LINK/4KJB/SJB withタブレット
（J:COM TVフレックスの場合はJ:COM
LINKに限る）

－ 4,000円 （税込4,400円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第20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 TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB/SJB/4KJB/SJB
withタブレット

－ 5,000円 （税込5,500円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第20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 TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

J:COM LINK/4KJB/SJB/4KJB/SJB
withタブレット（J:COM TVフレックスの場
合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,000円 （税込4,400円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第21種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJB TV+NET+TEL 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

10,000円 （税込11,000円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第21種 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJB TV+NET 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

10,000円 （税込11,000円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第21種 スマートお得セレクト（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJB withタブレット TV+NET+TEL 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第21種 スマートお得セレクト（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJB withタブレット TV+NET 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第22種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJB/4KJB/SJB
withタブレット

TV+NET+TEL 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第22種 スマートお得セレクト（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJB/4KJB/SJB
withタブレット

TV+NET 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第23種 削除 - - - - - - - - - - -

定期契約　別表-4



J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第23種 削除 - - - - - - - - - - -

第24種 削除 - - - - - - - - - - -

第24種 削除 - - - - - - - - - - -

第25種 スマートお得プラン メガパックコース（集合住
宅）

1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラスおよびメ
ガパック

J:COM LINK/4KJB/SJB － 5,700円 （税込6,270円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第25種 スマートお得プラン メガパックコース（集合住
宅）

1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード、J:COM TVフ
レックスおよびメガパック

J:COM LINK/4KJB/SJB（J:COM TVフ
レックスの場合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,700円 （税込5,170円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第25種 スマートお得プラン メガパックコース（集合住
宅）

2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラスおよびメ
ガパック

J:COM LINK/4KJB/SJB withタブレット － 5,700円 （税込6,270円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第25種 スマートお得プラン メガパックコース（集合住
宅）

2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード、J:COM TVフ
レックスおよびメガパック

J:COM LINK/4KJB/SJB withタブレット
（J:COM TVフレックスの場合はJ:COM
LINKに限る）

－ 4,700円 （税込5,170円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第26種 スマートお得プラン メガパックコース（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードプラスおよびメ
ガパック

J:COM LINK/4KJB/SJB/4KJB/SJB
withタブレット

－ 5,700円 （税込6,270円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第26種 スマートお得プラン メガパックコース（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダード、J:COM TVフ
レックスおよびメガパック

J:COM LINK/4KJB/SJB/4KJB/SJB
withタブレット（J:COM TVフレックスの場
合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,700円 （税込5,170円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第27種 スマートお得プランEX メガパックコース（集合
住宅）

1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラスおよびメ
ガパック

STVB － 5,700円 （税込6,270円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第27種 スマートお得プランEX メガパックコース（集合
住宅）

1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードおよびメガパッ
ク

STVB － 4,700円 （税込5,170円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第27種 スマートお得プランEX メガパックコース（集合
住宅）

2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラスおよびメ
ガパック

STVB withタブレット － 5,700円 （税込6,270円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第27種 スマートお得プランEX メガパックコース（集合
住宅）

2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードおよびメガパッ
ク

STVB withタブレット － 4,700円 （税込5,170円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第28種 スマートお得プランEX メガパックコース（2年契
約）

2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードプラスおよびメ
ガパック

STVB/STVB withタブレット － 5,700円 （税込6,270円） - 20,000円 （税込22,000円） -

定期契約　別表-5



J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第28種 スマートお得プランEX メガパックコース（2年契
約）

2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードおよびメガパッ
ク

STVB/STVB withタブレット － 4,700円 （税込5,170円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第29種 お得プラン（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

－ 5,000円 （税込5,500円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第29種 お得プラン（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

－ 4,000円 （税込4,400円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第30種 お得プラン（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

－ 5,000円 （税込5,500円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第30種 お得プラン（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダード J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

－ 4,000円 （税込4,400円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第31種 ジェイコムマガジン無料パック（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

番組表 － － 無料 無料 - 1,000円 （税込1,100円） -

第32種 ジェイコムマガジン無料パック（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

番組表 － － 無料 無料 - 2,000円 （税込2,200円） -

第33種 ブルーレイHDR 長期契約タイプ（1年契約）電
力セット

1年 集合
住宅

録画機能付きSTB（タイプⅢ） 録画機能付きSTB（タイプⅢ） － 2,500円 （税込2,750円） /1台 - - -

第34種 ブルーレイHDR 長期契約タイプ（2年契約）電
力セット

2年 戸建
住宅

録画機能付きSTB（タイプⅢ） 録画機能付きSTB（タイプⅢ） － 2,500円 （税込2,750円） /1台 - - -

第35種 お得プランミニ（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス STVB以外 － 5,460円 （税込6,006円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第35種 お得プランミニ（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

STVB以外（J:COM TVフレックスの場合
はJ:COM LINKに限る）

－ 4,460円 （税込4,906円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第36種 お得プランミニ（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードプラス STVB以外 － 5,460円 （税込6,006円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第36種 お得プランミニ（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

STVB以外（J:COM TVフレックスの場合
はJ:COM LINKに限る）

－ 4,460円 （税込4,906円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第37種 お得セレクト（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+TEL+電力 2,318円 （税込2,549円） /1台目
限定

3,500円 （税込3,850円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。
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J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第37種 お得セレクト（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+NET+電力 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

8,500円 （税込9,350円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第37種 お得セレクト（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト － TV+NET+TEL+電力 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

8,500円 （税込9,350円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第38種 お得セレクト（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+TEL+電力 2,318円 （税込2,549円） /1台目
限定

4,500円 （税込4,950円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第38種 お得セレクト（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TV+NET+電力 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

8,500円 （税込9,350円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第38種 お得セレクト（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

J:COM TV セレクト － TV+NET+TEL+電力 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

8,500円 （税込9,350円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第39種 J:COM In My Room TVセレクト（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト － TVプランBまたはTV
プランC

1,180円 （税込1,298円） /1台目
限定

1,000円 （税込1,100円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第39種 J:COM In My Room TVセレクト（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

TVプランBコンパクト
またはTVプランD

1,680円 （税込1,848円） /1台目
限定

1,000円 （税込1,100円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第39種 J:COM In My Room TVセレクト（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJBおよびSTVB以
外

上記以外 2,180円 （税込2,398円） /1台限
定

1,000円 （税込1,100円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第40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

J:COM TV スタンダードプラス STVB － 5,000円 （税込5,500円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第40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

J:COM TV スタンダード STVB － 4,000円 （税込4,400円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第40種 スマートお得プランEX PHONEコース（集合住
宅）電力セット

2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス STVB withタブレット － 5,000円 （税込5,500円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第40種 スマートお得プランEX PHONEコース（集合住
宅）電力セット

2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード STVB withタブレット － 4,000円 （税込4,400円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第41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

J:COM TV スタンダードプラス STVB/STVB withタブレット － 5,000円 （税込5,500円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第41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

J:COM TV スタンダード STVB/STVB withタブレット － 4,000円 （税込4,400円） - 20,000円 （税込22,000円） -

定期契約　別表-7



J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第42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

1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラスおよびメ
ガパック

STVB － 5,700円 （税込6,270円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第42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

1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードおよびメガパッ
ク

STVB － 4,700円 （税込5,170円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第42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

1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードおよびメガパッ
ク

STVB － 4,700円 （税込5,170円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第42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

1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードおよびメガパッ
ク

STVB － 4,700円 （税込5,170円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第43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

2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードプラスおよびメ
ガパック

STVB － 5,700円 （税込6,270円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第43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

2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードおよびメガパッ
ク

STVB － 4,700円 （税込5,170円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第44種 スマートお得プランミニEX（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス STVB/STVB withタブレット － 5,460円 （税込6,006円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第44種 スマートお得プランミニEX（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード STVB/STVB withタブレット － 4,460円 （税込4,906円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第45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

J:COM TV セレクト STVB TV+NET+TEL+電力 2,138円 （税込2,351円） - 10,000円 （税込11,000円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第45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

J:COM TV セレクト STVB TV+NET+電力 2,138円 （税込2,351円） - 10,000円 （税込11,000円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第45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

J:COM TV セレクト STVB withタブレット TV+NET+TEL+電力 2,138円 （税込2,351円） - 15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第45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

J:COM TV セレクト STVB withタブレット TV+NET+電力 2,138円 （税込2,351円） - 15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第46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

J:COM TV セレクト STVB/STVB withタブレット TV+NET+TEL+電力 2,138円 （税込2,351円） - 15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第46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

J:COM TV セレクト STVB/STVB withタブレット TV+NET+電力 2,138円 （税込2,351円） - 15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

定期契約　別表-8



J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第47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 TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB/SJB － 5,000円 （税込5,500円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第47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 TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

J:COM LINK/4KJB/SJB（J:COM TVフ
レックスの場合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,000円 （税込4,400円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第47種 スマートお得プラン PHONEコース（集合住宅）
電力セット

2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB/SJB withタブレット － 5,000円 （税込5,500円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第47種 スマートお得プラン PHONEコース（集合住宅）
電力セット

2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

J:COM LINK/4KJB/SJB withタブレット
（J:COM TVフレックスの場合はJ:COM
LINKに限る）

－ 4,000円 （税込4,400円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第48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 TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB/SJB/4KJB/SJB
withタブレット

－ 5,000円 （税込5,500円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第48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 TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

J:COM LINK/4KJB/SJB/4KJB/SJB
withタブレット（J:COM TVフレックスの場
合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,000円 （税込4,400円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第49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

1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラスおよびメ
ガパック

J:COM LINK/4KJB/SJB － 5,700円 （税込6,270円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第49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

1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード、J:COM TVフ
レックスおよびメガパック

J:COM LINK/4KJB/SJB（J:COM TVフ
レックスの場合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,700円 （税込5,170円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第49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

2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラスおよびメ
ガパック

J:COM LINK/4KJB/SJB withタブレット － 5,700円 （税込6,270円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第49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

2年 集合
住宅

J:COM TV スタンダード、J:COM TVフ
レックスおよびメガパック

J:COM LINK/4KJB/SJB withタブレット
（J:COM TVフレックスの場合はJ:COM
LINKに限る）

－ 4,700円 （税込5,170円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第50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

2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードプラスおよびメ
ガパック

J:COM LINK/4KJB/SJB/4KJB/SJB
withタブレット

－ 5,700円 （税込6,270円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第50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

2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダード、J:COM TVフ
レックスおよびメガパック

J:COM LINK/4KJB/SJB/4KJB/SJB
withタブレット（J:COM TVフレックスの場
合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,700円 （税込5,170円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第51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 TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJB TV+NET+TEL+電力 2,138円 （税込2,351円） - 10,000円 （税込11,000円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第51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 TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJB TV+NET+電力 2,138円 （税込2,351円） - 10,000円 （税込11,000円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

定期契約　別表-9



J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第51種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力セット 2年 集合
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJB withタブレット TV+NET+TEL+電力 2,138円 （税込2,351円） - 15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第51種 スマートお得セレクト（集合住宅）電力セット 2年 集合
住宅

J:COM TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJB withタブレット TV+NET+電力 2,138円 （税込2,351円） - 15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第52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 TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJB/4KJB/SJB
withタブレット

TV+NET+TEL+電力 2,138円 （税込2,351円） - 15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第52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 TV セレクト J:COM LINK/4KJB/SJB/4KJB/SJB
withタブレット

TV+NET+電力 2,138円 （税込2,351円） - 15,000円 （税込16,500円） ジャンルパックH【メガパック】を選択した場合
は月額利用料金に220円（税込）加算となり
ます。

第53種 Smart J:COM Box 録画機能付き 長期契約タイ
プ（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

高機能型STB（タイプⅤ） 高機能型STB（タイプⅤ） 基本利用料（追加額） 300円 （税込330円） /加入
者

- - -

第53種 Smart J:COM Box 録画機能付き 長期契約タイ
プ（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

高機能型STB（タイプⅤ） 高機能型STB（タイプⅤ） 録画機能付加利用料
（追加額）

800円 （税込880円） STB/1
台

2,400円 （税込2,640円） -

第54種 Smart J:COM Box 録画機能付き 長期契約タイ
プ（2年契約）電力セット

2年 戸建
住宅

高機能型STB（タイプⅤ） 高機能型STB（タイプⅤ） 基本利用料（追加額） 300円 （税込330円） /加入
者

- - -

第54種 Smart J:COM Box 録画機能付き 長期契約タイ
プ（2年契約）電力セット

2年 戸建
住宅

高機能型STB（タイプⅤ） 高機能型STB（タイプⅤ） 録画機能付加利用料
（追加額）

800円 （税込880円） STB/1
台

4,800円 （税込5,280円） -

第55種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダードプラス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET（TVプランB
コンパクト＋1M、
12M）

4,180円 （税込4,598円） - 1,000円 （税込1,100円） -

第55種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダードプラスおよびメガパック J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET+TEL（TVプ
ランBコンパクト＋1M、
12M）

4,180円 （税込4,598円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第55種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック
（TVプランBコンパクト
＋1M、12M）

4,720円 （税込5,192円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第55種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET（TVプランB
コンパクト＋1M、
12M）

3,180円 （税込3,498円） - 1,000円 （税込1,100円） -

第55種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+TEL（TVプ
ランBコンパクト＋1M、
12M）

3,180円 （税込3,498円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第55種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック
（TVプランBコンパクト
＋1M、12M）

3,720円 （税込4,092円） - 8,500円 （税込9,350円） -

定期契約　別表-10



J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第56種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダードプラス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET+電力（TVプ
ランBコンパクト＋1M、
12M）

4,180円 （税込4,598円） - 1,000円 （税込1,100円） -

第56種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダードプラスおよびメガパック J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET+TEL+電力
（TVプランBコンパクト
＋1M、12M）

4,720円 （税込5,192円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第56種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック+
電力（TVプランBコン
パクト＋1M、12M）

3,180円 （税込3,498円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第56種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック+
電力（TVプランBコン
パクト＋1M、12M）

3,720円 （税込4,092円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第56種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+TEL+電力
（TVプランBコンパクト
＋1M、12M）

3,720円 （税込4,092円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第56種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック+
電力（TVプランBコン
パクト＋1M、12M）

3,720円 （税込4,092円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第57種 お得オンデマンド（1年契約） 1年 集合
住宅

お得オンデマンド J:COM LINK/4KJB TV+TEL 2,318円 （税込2,549円） /1台目
限定

3,500円 （税込3,850円） -

第58種 お得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

お得オンデマンド J:COM LINK/4KJB TV+TEL 2,318円 （税込2,549円） /1台目
限定

4,500円 （税込4,950円） -

第59種 スマートお得オンデマンド（集合住宅） 1年 集合
住宅

お得オンデマンド J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

10,000円 （税込11,000円） -

第59種 スマートお得オンデマンド（集合住宅） 1年 集合
住宅

お得オンデマンド J:COM LINK/4KJB TV+NET 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

10,000円 （税込11,000円） -

第60種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

お得オンデマンド J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

15,000円 （税込16,500円） -

第60種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

お得オンデマンド J:COM LINK/4KJB TV+NET 2,138円 （税込2,351円） /1台目
限定

15,000円 （税込16,500円） -

第61種 お得オンデマンド（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

お得オンデマンド J:COM LINK/4KJB TV+TEL+電力 2,318円 （税込2,549円） /1台目
限定

3,500円 （税込3,850円） -

第62種 お得オンデマンド（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

お得オンデマンド J:COM LINK/4KJB TV+TEL+電力 2,318円 （税込2,549円） /1台目
限定

4,500円 （税込4,950円） -
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J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第63種 スマートお得オンデマンド（集合住宅）電力セッ
ト

1年 集合
住宅

お得オンデマンド J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 2,138円 （税込2,351円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第63種 スマートお得オンデマンド（集合住宅）電力セッ
ト

1年 集合
住宅

お得オンデマンド J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 2,138円 （税込2,351円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第64種 スマートお得オンデマンド（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

お得オンデマンド J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 2,138円 （税込2,351円） - 15,000円 （税込16,500円） -

第64種 スマートお得オンデマンド（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

お得オンデマンド J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 2,138円 （税込2,351円） - 15,000円 （税込16,500円） -

第65種 削除 - - - - - - - - - - -

第65種 削除 - - - - - - - - - - -

第66種 削除 - - - - - - - - - - -

第66種 削除 - - - - - - - - - - -

第67種 4K J:COM Box HDD内蔵モデル 長期契約タイ
プ（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

高機能型STB（タイプⅦ） 高機能型STB（タイプⅦ） 基本利用料（追加額） 362円 （税込398円） /加入
者

- - -

第67種 4K J:COM Box HDD内蔵モデル 長期契約タイ
プ（1年契約）電力セット

1年 集合
住宅

高機能型STB（タイプⅦ） 高機能型STB（タイプⅦ） 録画機能付加利用料
（追加額）

800円 （税込880円） STB/1
台

2,400円 （税込2,640円） -

第68種 4K J:COM Box HDD内蔵モデル 長期契約タイ
プ（2年契約）電力セット

2年 戸建
住宅

高機能型STB（タイプⅦ） 高機能型STB（タイプⅦ） 基本利用料（追加額） 362円 （税込398円） /加入
者

- - -

第68種 4K J:COM Box HDD内蔵モデル 長期契約タイ
プ（2年契約）電力セット

2年 戸建
住宅

高機能型STB（タイプⅦ） 高機能型STB（タイプⅦ） 録画機能付加利用料
（追加額）

800円 （税込880円） STB/1
台

4,800円 （税込5,280円） -

第69種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダードプラス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET（TVプランB
＋1M、12M）

3,480円 （税込3,828円） - 1,000円 （税込1,100円） -

第69種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダードプラスおよびメガパック J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET+TEL（TVプ
ランB＋1M、12M）

3,480円 （税込3,828円） - 8,500円 （税込9,350円） -

定期契約　別表-12



J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第69種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック
（TVプランB＋1M、
12M）

4,020円 （税込4,422円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第69種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET（TVプランB
＋1M、12M）

2,480円 （税込2,728円） - 1,000円 （税込1,100円） -

第69種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+TEL（TVプ
ランB＋1M、12M）

2,480円 （税込2,728円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第69種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック
（TVプランB＋1M、
12M）

3,020円 （税込3,322円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第70種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダードプラス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET+電力（TVプ
ランB＋1M、12M）

3,480円 （税込3,828円） - 1,000円 （税込1,100円） -

第70種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダードプラスおよびメガパック J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET+TEL+電力
（TVプランB＋1M、
12M）

4,020円 （税込4,422円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第70種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック+
電力（TVプランB＋
1M、12M）

2,480円 （税込2,728円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第70種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック+
電力（TVプランB＋
1M、12M）

3,020円 （税込3,322円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第70種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+TEL+電力
（TVプランB＋1M、
12M）

3,020円 （税込3,322円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第70種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック+
電力（TVプランB＋
1M、12M）

3,020円 （税込3,322円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第71種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダードプラス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET（TVプランB
コンパクト＋120M）

4,020円 （税込4,422円） - 1,000円 （税込1,100円） -

第71種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダードプラスおよびメガパック J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET+TEL（TVプ
ランBコンパクト＋
120M）

4,020円 （税込4,422円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第71種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック
（TVプランBコンパクト
＋120M）

4,560円 （税込5,016円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第71種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET（TVプランB
コンパクト＋120M）

3,020円 （税込3,322円） - 1,000円 （税込1,100円） -

定期契約　別表-13



J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第71種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+TEL（TVプ
ランBコンパクト＋
120M）

3,020円 （税込3,322円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第71種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック
（TVプランBコンパクト
＋120M）

3,560円 （税込3,916円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第72種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダードプラス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET+電力（TVプ
ランBコンパクト＋
120M）

4,020円 （税込4,422円） - 1,000円 （税込1,100円） -

第72種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダードプラスおよびメガパック J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET+TEL+電力
（TVプランBコンパクト
＋120M）

4,560円 （税込5,016円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第72種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック+
電力（TVプランBコン
パクト＋120M）

3,020円 （税込3,322円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第72種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック+
電力（TVプランBコン
パクト＋120M）

3,560円 （税込3,916円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第72種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+TEL+電力
（TVプランBコンパクト
＋120M）

3,560円 （税込3,916円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第72種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック+
電力（TVプランBコン
パクト＋120M）

3,560円 （税込3,916円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第73種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダードプラス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET（TVプランB
＋120M）

3,020円 （税込3,322円） - 1,000円 （税込1,100円） -

第73種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダードプラスおよびメガパック J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET+TEL（TVプ
ランB＋120M）

3,020円 （税込3,322円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第73種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック
（TVプランB＋120M）

3,560円 （税込3,916円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第73種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET（TVプランB
＋120M）

2,020円 （税込2,222円） - 1,000円 （税込1,100円） -

第73種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+TEL（TVプ
ランB＋120M）

2,020円 （税込2,222円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第73種 In My Room 特別プラン 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック
（TVプランB＋120M）

2,560円 （税込2,816円） - 8,500円 （税込9,350円） -

定期契約　別表-14



J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第74種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダードプラス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET+電力（TVプ
ランB＋120M）

3,020円 （税込3,322円） - 1,000円 （税込1,100円） -

第74種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダードプラスおよびメガパック J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（※4）

TV+NET+TEL+電力
（TVプランB＋120M）

3,560円 （税込3,916円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第74種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックス J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック+
電力（TVプランB＋
120M）

2,020円 （税込2,222円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第74種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック+
電力（TVプランB＋
120M）

2,560円 （税込2,816円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第74種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+TEL+電力
（TVプランB＋120M）

2,560円 （税込2,816円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第74種 In My Room 特別プラン 電力セット 2年 集合
住宅

スタンダード、フレックスおよびメガパッ
ク

J:COM LINK+録画用ハードディスク（レ
ンタル）/4KJB/SJB（高機能型STB（タイ
プⅤもしくはタイプⅦ）（J:COM TVフレッ
クスの場合はJ:COM LINKにる）（※4）

TV+NET+メガパック+
電力（TVプランB＋
120M）

2,560円 （税込2,816円） - 8,500円 （税込9,350円） -

第75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 TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB － 5,000円 （税込5,500円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第75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 TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

J:COM LINK/4KJB（J:COM TVフレック
スの場合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,000円 （税込4,400円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第76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 TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB － 5,000円 （税込5,500円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第76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 TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

J:COM LINK/4KJB（J:COM TVフレック
スの場合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,000円 （税込4,400円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第77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 TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB － 5,000円 （税込5,500円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第77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 TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

J:COM LINK/4KJB（J:COM TVフレック
スの場合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,000円 （税込4,400円） - 10,000円 （税込11,000円） -

第78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 TV スタンダードプラス J:COM LINK/4KJB － 5,000円 （税込5,500円） - 20,000円 （税込22,000円） -

第78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 TV スタンダード、J:COM TVフ
レックス

J:COM LINK/4KJB（J:COM TVフレック
スの場合はJ:COM LINKに限る）

－ 4,000円 （税込4,400円） - 20,000円 （税込22,000円） -

定期契約　別表-15



J:COM TV サービス
（2022年6月30日までにご契約のお客さま）

株式会社ジェイコム札幌

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

サービス内容 契約に必要なSTB コース等（※1） 月額利用料
（税抜）

月額利用料（税込） 台数 契約解除料
（税抜）

契約解除料（税込） （備考）

第2種
特別定
期

J:COM TV プレミアム・トリプルプレミアム 電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス 録画機能付きSTB（タイプⅢ）または
4KJB/SJB（高機能型STB（タイプⅤもし
くはタイプⅦ）またはJCOM LINK＋録画
用ハードディスク（レンタル）

TV+電力 12,085円 （税込13,293円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第2種
特別定
期

J:COM TV プレミアム・トリプルプレミアム 電力
セット

1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス 録画機能付きSTB（タイプⅢ）または
4KJB/SJB（高機能型STB（タイプⅤもし
くはタイプⅦ）またはJCOM LINK＋録画
用ハードディスク（レンタル）

TV+NET+TEL+電力 11,905円 （税込13,095円） - 3,500円 （税込3,850円） -

第2種
特別定
期

J:COM TV プレミアム・トリプルプレミアム 電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードプラス 録画機能付きSTB（タイプⅢ）または
4KJB/SJB（高機能型STB（タイプⅤもし
くはタイプⅦ）またはJCOM LINK＋録画
用ハードディスク（レンタル）

TV+電力 12,085円 （税込13,293円） - 4,500円 （税込4,950円） -

第2種
特別定
期

J:COM TV プレミアム・トリプルプレミアム 電力
セット

2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードプラス 録画機能付きSTB（タイプⅢ）または
4KJB/SJB（高機能型STB（タイプⅤもし
くはタイプⅦ）またはJCOM LINK＋録画
用ハードディスク（レンタル）

TV+NET+TEL+電力 11,905円 （税込13,095円） - 8,500円 （税込9,350円） -

特別定
期

J:COM TV プレミアム・トリプルプレミアム 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス 録画機能付きSTB（タイプⅢ）または
4KJB/SJB（高機能型STB（タイプⅤもし
くはタイプⅦ）またはJCOM LINK＋録画
用ハードディスク（レンタル）

TV 12,085円 （税込13,293円） - 3,500円 （税込3,850円） -

特別定
期

J:COM TV プレミアム・トリプルプレミアム 1年 集合
住宅

J:COM TV スタンダードプラス 録画機能付きSTB（タイプⅢ）または
4KJB/SJB（高機能型STB（タイプⅤもし
くはタイプⅦ）またはJCOM LINK＋録画
用ハードディスク（レンタル）

TV+NET+TEL 11,905円 （税込13,095円） - 3,500円 （税込3,850円） -

特別定
期

J:COM TV プレミアム・トリプルプレミアム 2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードプラス 録画機能付きSTB（タイプⅢ）または
4KJB/SJB（高機能型STB（タイプⅤもし
くはタイプⅦ）またはJCOM LINK＋録画
用ハードディスク（レンタル）

TV 12,085円 （税込13,293円） - 4,500円 （税込4,950円） -

特別定
期

J:COM TV プレミアム・トリプルプレミアム 2年 戸建
住宅

J:COM TV スタンダードプラス 録画機能付きSTB（タイプⅢ）または
4KJB/SJB（高機能型STB（タイプⅤもし
くはタイプⅦ）またはJCOM LINK＋録画
用ハードディスク（レンタル）

TV+NET+TEL 11,905円 （税込13,095円） - 8,500円 （税込9,350円） -

定期契約　別表-16


