
J:COM NET 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九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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 J:COM TV My style（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET 40Mコース 3,323円 （税込3,655円） 3,500円 （税込3,850円） -

第1種 J:COM TV My style（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET 120Mコース 3,609円 （税込3,969円） 3,500円 （税込3,850円） -

第1種 J:COM TV My style（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET 320Mコース 4,275円 （税込4,702円） 3,500円 （税込3,850円） -

第1種 J:COM TV My style（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL 40Mコース 3,575円 （税込3,932円） 3,500円 （税込3,850円） -

第1種 J:COM TV My style（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL 120Mコース 4,051円 （税込4,456円） 3,500円 （税込3,850円） -

第1種 J:COM TV My style（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL 320Mコース 4,718円 （税込5,189円） 3,500円 （税込3,850円） -

第2種 J:COM TV My style（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET 40Mコース 3,323円 （税込3,655円） 4,500円 （税込4,950円） -

第2種 J:COM TV My style（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET 120Mコース 4,847円 （税込5,331円） 4,500円 （税込4,950円） -

第2種 J:COM TV My style（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET 320Mコース 5,342円 （税込5,876円） 4,500円 （税込4,950円） -

第2種 J:COM TV My style（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL 40Mコース 3,623円 （税込3,985円） 8,500円 （税込9,350円） -

第2種 J:COM TV My style（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL 120Mコース 5,147円 （税込5,661円） 8,500円 （税込9,350円） -

第2種 J:COM TV My style（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL 320Mコース 5,642円 （税込6,206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

－ － 120Mコース 3,861円 （税込4,247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

－ － 320Mコース 4,528円 （税込4,980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

－ － 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530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

－ － 120Mコース 3,861円 （税込4,247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

－ － 320Mコース 4,528円 （税込4,980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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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4種 お得プラン（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 8,500円 （税込9,350円） -

第5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 120Mコース 4,251円 （税込4,676円） 8,500円 （税込9,350円） -

第5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 320Mコース 4,918円 （税込5,409円） 8,500円 （税込9,350円） -

第5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 1Gコース※6 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第5種 In My Room お得プラン 1年 集合
住宅

－ TVプランD 120Mコース 4,061円 （税込4,467円） 8,500円 （税込9,350円） -

第5種 In My Room お得プラン 1年 集合
住宅

－ TVプランD 320Mコース 4,728円 （税込5,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第5種 In My Room お得プラン 1年 集合
住宅

－ TVプランD 1Gコース※6 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第6種 NETパック<PHONE>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 120Mコース 3,980円 （税込4,378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 NETパック<PHONE>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 320Mコース 4,680円 （税込5,148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 NETパック<PHONE>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698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 NETパック<PHONE>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 320Mコース 4,680円 （税込5,148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 NETパック<PHONE>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698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 NETパック<PHONE>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698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 NETパック<PHONE>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698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7種 削除 － － － － 320Mコース - - - - -

第8種 削除 － － － － 320Mコース - - - - -

第9種 NETパック<PHONE>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 120Mコース 3,980円 （税込4,378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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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9種 NETパック<PHONE>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 4,680円 （税込5,148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9種 NETパック<PHONE>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698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9種 NETパック<PHONE>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

5,180円 （税込5,698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9種 NETパック<PHONE>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698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10種 J:COM法人パック（2年契約） 2年 － － － 120Mコース 4,211円 （税込4,632円） 8,500円 （税込9,350円） -

第10種 J:COM法人パック（2年契約） 2年 － － － 320Mコース 4,830円 （税込5,313円） 8,500円 （税込9,350円） -

第10種 J:COM法人パック（2年契約） 2年 － － － 1Gコース※6 5,330円 （税込5,863円） 8,500円 （税込9,350円） -

第10種 J:COM法人パック（2年契約） 2年 － － － 光1Gコース 5,330円 （税込5,863円） 8,500円 （税込9,350円） -

第11種 お得セレクト（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET 40Mコース 2,785円 （税込3,063円） 8,500円 （税込9,350円） -

第11種 お得セレクト（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 8,500円 （税込9,350円） -

第11種 お得セレクト（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 8,500円 （税込9,350円） -

第11種 お得セレクト（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET 1Gコース※6 4,047円 （税込4,451円） 8,500円 （税込9,350円） -

第11種 お得セレクト（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 8,500円 （税込9,350円） -

第11種 お得セレクト（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 8,500円 （税込9,350円） -

第11種 お得セレクト（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 8,500円 （税込9,350円） -

第11種 お得セレクト（1年契約）（※1） 1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL 1Gコース※6 4,490円 （税込4,939円） 8,500円 （税込9,350円） -

第12種 お得セレクト（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET 40Mコース 2,785円 （税込3,063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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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 お得セレクト（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 8,500円 （税込9,350円） -

第12種 お得セレクト（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 8,500円 （税込9,350円） -

第12種 お得セレクト（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET 1Gコース※6 4,047円 （税込4,451円） 8,500円 （税込9,350円） -

第12種 お得セレクト（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 8,500円 （税込9,350円） -

第12種 お得セレクト（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 8,500円 （税込9,350円） -

第12種 お得セレクト（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 8,500円 （税込9,350円） -

第12種 お得セレクト（2年契約）（※1） 2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL 1Gコース※6 4,490円 （税込4,939円） 8,500円 （税込9,350円） -

第13種 もっとお得プラン（3年契約）（※2） 3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 33,333円 （税込36,666円） 1年目

第13種 もっとお得プラン（3年契約）（※2） 3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 33,333円 （税込36,666円） 1年目

第13種 もっとお得プラン（3年契約）（※2） 3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 23,810円 （税込26,191円） 2年目

第13種 もっとお得プラン（3年契約）（※2） 3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 23,810円 （税込26,191円） 2年目

第13種 もっとお得プラン（3年契約）（※2） 3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 14,286円 （税込15,714円） 3年目

第13種 もっとお得プラン（3年契約）（※2） 3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 14,286円 （税込15,714円） 3年目

第14種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 38,095円 （税込41,904円） 1年目

第14種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 38,095円 （税込41,904円） 1年目

第14種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 28,571円 （税込31,428円） 2年目

第14種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 28,571円 （税込31,428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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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14種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 16,667円 （税込18,333円） 3年目

第14種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（3
年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 16,667円 （税込18,333円） 3年目

第15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 － 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 10,000円 （税込11,000円） -

第15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 － 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第15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

STVB withタブレット － 320Mコース 4,528円 （税込4,980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
（集合住宅）

2年 集合
住宅

STVB withタブレット － 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第16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/STVB withタブ
レット

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第16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/STVB withタブ
レット

－ 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第16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/STVB withタブ
レット

－ 光1Gコース on
auひかり

5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第17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/STVB withタブ
レット

TVプランBコンパクト 320Mコース 4,918円 （税込5,409円） 8,500円 （税込9,350円） -

第17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/STVB withタブ
レット

TVプランBコンパクト 1Gコース※6 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第17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/STVB withタブ
レット

TVプランD 320Mコース 4,728円 （税込5,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第17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/STVB withタブ
レット

TVプランD 1Gコース※6 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第18種 NETパックEX（1年契約） 1年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 320Mコース 4,680円 （税込5,148円） 8,500円 （税込9,350円） -

第18種 NETパックEX（1年契約） 1年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 1Gコース※6 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第19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

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 25,000円 （税込27,500円） -

第19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

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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20種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第20種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第20種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第20種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第20種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第20種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第20種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,118円 （税込4,529円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第20種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第20種 スマートもっとお得プランEX PHONE
コース（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,118円 （税込4,529円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第21種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（2
年契約）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 30,000円 （税込33,000円） -

第21種 もっとお得プラン（ブルーレイセット）（2
年契約）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 30,000円 （税込33,000円） -

第22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 320Mコース 4,190円 （税込4,609円） 10,000円 （税込11,000円） -

第22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 1Gコース※6 4,690円 （税込5,159円） 10,000円 （税込11,000円） -

第22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 320Mコース 3,790円 （税込4,169円） 10,000円 （税込11,000円） -

第22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 1Gコース※6 4,290円 （税込4,719円） 10,000円 （税込11,000円） -

第22種 スマートお得セレクトEX（集合住宅） 2年 集合
住宅

STVB withタブレット TV+NET+TEL 320Mコース 4,190円 （税込4,609円） 15,000円 （税込16,500円） -

第22種 スマートお得セレクトEX（集合住宅） 2年 集合
住宅

STVB withタブレット TV+NET+TEL 1Gコース※6 4,690円 （税込5,159円） 15,000円 （税込16,500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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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22種 スマートお得セレクトEX（集合住宅） 2年 集合
住宅

STVB withタブレット TV+NET 320Mコース 3,790円 （税込4,169円） 15,000円 （税込16,500円） -

第22種 スマートお得セレクトEX（集合住宅） 2年 集合
住宅

STVB withタブレット TV+NET 1Gコース※6 4,290円 （税込4,719円） 15,000円 （税込16,500円） -

第23種 スマートお得セレクトEX（2年契約） 2年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TV+NET+TEL 320Mコース 4,190円 （税込4,609円） 15,000円 （税込16,500円） -

第23種 スマートお得セレクトEX（2年契約） 2年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TV+NET+TEL 1Gコース※6 4,690円 （税込5,159円） 15,000円 （税込16,500円） -

第23種 スマートお得セレクトEX（2年契約） 2年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TV+NET+TEL 光1Gコース on
auひかり

4,690円 （税込5,159円） 15,000円 （税込16,500円） -

第23種 スマートお得セレクトEX（2年契約） 2年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TV+NET 320Mコース 3,790円 （税込4,169円） 15,000円 （税込16,500円） -

第23種 スマートお得セレクトEX（2年契約） 2年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TV+NET 1Gコース※6 4,290円 （税込4,719円） 15,000円 （税込16,500円） -

第23種 スマートお得セレクトEX（2年契約） 2年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TV+NET 光1Gコース on
auひかり

4,290円 （税込4,719円） 15,000円 （税込16,500円） -

第24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

－ 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 10,000円 （税込11,000円） -

第24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

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 10,000円 （税込11,000円） -

第24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

－ 1Gコース※5 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第24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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 20,000円 （税込22,000円） -

第24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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第24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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 1Gコース※5 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第24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 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第24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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第25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/4KJB
/SJB withタブレット

－ 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 20,000円 （税込22,000円） -

別表　定期契約-7



J:COM NET 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九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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 スマートお得プラン PHONEコース（2年
契約）

2年 戸建
住宅

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

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第25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/4KJB
/SJB withタブレット

－ 1Gコース※5 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第25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/4KJB
/SJB withタブレット

－ 光1Gコース on
auひかり

5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第25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/4KJB
/SJB withタブレット

－ 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第26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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランBコンパクト 120Mコース 4,251円 （税込4,676円） 8,500円 （税込9,350円） -

第26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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランBコンパクト 320Mコース 4,918円 （税込5,409円） 8,500円 （税込9,350円） -

第26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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランBコンパクト 1Gコース※5 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第26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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランD 120Mコース 4,061円 （税込4,467円） 8,500円 （税込9,350円） -

第26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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランD 320Mコース 4,728円 （税込5,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第26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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランD 1Gコース※5 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第26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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第26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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランD 光1Gコース 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第27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 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 10,000円 （税込11,000円） -

第27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 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 10,000円 （税込11,000円） -

第27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 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 10,000円 （税込11,000円） -

第27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 1Gコース※5 4,490円 （税込4,939円） 10,000円 （税込11,000円） -

第27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 40Mコース 2,785円 （税込3,063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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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 スマートお得セレクト（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

TV+NET 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 10,000円 （税込11,000円） -

第27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 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 10,000円 （税込11,000円） -

第27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 1Gコース※5 4,047円 （税込4,451円） 10,000円 （税込11,000円） -

第27種 スマートお得セレクト（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+TEL 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 15,000円 （税込16,500円） -

第27種 スマートお得セレクト（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+TEL 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 15,000円 （税込16,500円） -

第27種 スマートお得セレクト（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+TEL 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 15,000円 （税込16,500円） -

第27種 スマートお得セレクト（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+TEL 1Gコース※5 4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第27種 スマートお得セレクト（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET 40Mコース 2,785円 （税込3,063円） 15,000円 （税込16,500円） -

第27種 スマートお得セレクト（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 15,000円 （税込16,500円） -

第27種 スマートお得セレクト（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 15,000円 （税込16,500円） -

第27種 スマートお得セレクト（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET 1Gコース※5 4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第27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 4,490円 （税込4,939円） 10,000円 （税込11,000円） -

第27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 4,047円 （税込4,451円） 10,000円 （税込11,000円） -

第27種 スマートお得セレクト（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+TEL 光1Gコース 4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第27種 スマートお得セレクト（集合住宅） 2年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET 光1Gコース 4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第28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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+TEL 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 15,000円 （税込16,500円） -

第28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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+TEL 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 15,000円 （税込16,500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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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28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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+TEL 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 15,000円 （税込16,500円） -

第28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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+TEL 1Gコース※5 4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第28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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+TEL 光1Gコース on
auひかり

4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第28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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET 40Mコース 2,785円 （税込3,063円） 15,000円 （税込16,500円） -

第28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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 15,000円 （税込16,500円） -

第28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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 15,000円 （税込16,500円） -

第28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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET 1Gコース※5 4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第28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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET 光1Gコース on
auひかり

4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第28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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+TEL 光1Gコース 4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第28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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET 光1Gコース 4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第29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

－ － 320Mコース 3,528円 （税込3,880円） 25,000円 （税込27,500円） -

第29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

－ － 1Gコース※5 4,290円 （税込4,719円） 25,000円 （税込27,500円） -

第29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 4,028円 （税込4,430円） 25,000円 （税込27,500円） -

第30種 スマートもっとお得プランPHONEコース
（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,528円 （税込3,880円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第30種 スマートもっとお得プランPHONEコース
（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 4,290円 （税込4,719円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第30種 スマートもっとお得プランPHONEコース
（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,528円 （税込3,880円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第30種 スマートもっとお得プランPHONEコース
（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 4,290円 （税込4,719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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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30種 スマートもっとお得プランPHONEコース
（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,528円 （税込3,880円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第30種 スマートもっとお得プランPHONEコース
（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 4,290円 （税込4,719円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第30種 スマートもっとお得プランPHONEコース
（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,028円 （税込4,430円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第30種 スマートもっとお得プランPHONEコース
（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,028円 （税込4,430円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第30種 スマートもっとお得プランPHONEコース
（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,028円 （税込4,430円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第30種 スマートもっとお得プランPHONEコース
（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,028円 （税込4,430円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第30種 スマートもっとお得プランPHONEコース
（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,028円 （税込4,430円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第30種 スマートもっとお得プランPHONEコース
（3年契約）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,028円 （税込4,430円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第31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
LINK/4KJB/SJB

－ 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 10,000円 （税込11,000円） -

第31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
LINK/4KJB/SJB

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 10,000円 （税込11,000円） -

第31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
LINK/4KJB/SJB

－ 1Gコース※5 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第31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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 20,000円 （税込22,000円） -

第31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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第31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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 1Gコース※5 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第31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
LINK/4KJB/SJB

－ 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第31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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第32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
LINK/4KJB/SJB/4KJB
/SJB withタブレット

－ 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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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32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
LINK/4KJB/SJB/4KJB
/SJB withタブレット

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第32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
LINK/4KJB/SJB/4KJB
/SJB withタブレット

－ 1Gコース※5 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第32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
LINK/4KJB/SJB/4KJB
/SJB withタブレット

－ 光1Gコース on
auひかり

5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第32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
LINK/4KJB/SJB/4KJB
/SJB withタブレット

－ 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第33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）

1年 集合
住宅

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

TVプランBコンパクト 120Mコース 4,251円 （税込4,676円） 8,500円 （税込9,350円） -

第33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）

1年 集合
住宅

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

TVプランBコンパクト 320Mコース 4,918円 （税込5,409円） 8,500円 （税込9,350円） -

第33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）

1年 集合
住宅

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

TVプランBコンパクト 1Gコース※5 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第33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）

1年 集合
住宅

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

TVプランD 120Mコース 4,061円 （税込4,467円） 8,500円 （税込9,350円） -

第33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）

1年 集合
住宅

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

TVプランD 320Mコース 4,728円 （税込5,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第33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）

1年 集合
住宅

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

TVプランD 1Gコース※5 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第33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）

1年 集合
住宅

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

TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第33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）

1年 集合
住宅

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

TVプランD 光1Gコース 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第34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）

2年 集合
住宅

－ － 320Mコース 3,528円 （税込3,880円） 25,000円 （税込27,500円） -

第34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）

2年 集合
住宅

－ － 1Gコース※5 4,290円 （税込4,719円） 25,000円 （税込27,500円） -

第34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）

2年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 4,028円 （税込4,430円） 25,000円 （税込27,500円） -

第35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）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,528円 （税込3,880円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第35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）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 4,290円 （税込4,719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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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35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）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,528円 （税込3,880円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第35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）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 4,290円 （税込4,719円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第35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）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,528円 （税込3,880円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第35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）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 4,290円 （税込4,719円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第35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）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,028円 （税込4,430円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第35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）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,028円 （税込4,430円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第35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）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,028円 （税込4,430円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第35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）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,028円 （税込4,430円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第35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）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,028円 （税込4,430円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第35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）（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,028円 （税込4,430円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第36種 J:COM NET 特別コース（1年契約） 1年 集合
住宅

※4 － 120Mコース 3,980円 （税込4,378円） 8,500円 （税込9,350円） -

第36種 J:COM NET 特別コース（1年契約） 1年 集合
住宅

※4 － 320Mコース 4,680円 （税込5,148円） 8,500円 （税込9,350円） -

第36種 J:COM NET 特別コース（1年契約） 1年 集合
住宅

※4 － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第36種 J:COM NET 特別コース（1年契約） 1年 集合
住宅

※4 － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第37種 J:COM NET 特別コース（2年契約） 2年 戸建
住宅

※4 － 120Mコース 3,980円 （税込4,378円） 8,500円 （税込9,350円） -

第37種 J:COM NET 特別コース（2年契約） 2年 戸建
住宅

※4 － 320Mコース 4,680円 （税込5,148円） 8,500円 （税込9,350円） -

第37種 J:COM NET 特別コース（2年契約） 2年 戸建
住宅

※4 － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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37種 J:COM NET 特別コース（2年契約） 2年 戸建
住宅

※4 － 光1Gコース on
auひかり

5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第37種 J:COM NET 特別コース（2年契約） 2年 戸建
住宅

※4 － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第38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

STVB － 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 10,000円 （税込11,000円） -

第38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

STVB － 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第38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

STVB withタブレット － 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第38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

STVB withタブレット － 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第39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

STVB/STVB withタブ
レット

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第39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

STVB/STVB withタブ
レット

－ 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第39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

STVB/STVB withタブ
レット

－ 光1Gコース on
auひかり

5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第40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）

1年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TVプランBコンパクト 320Mコース 4,918円 （税込5,409円） 8,500円 （税込9,350円） -

第40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）

1年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TVプランBコンパクト 1Gコース※6 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第40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）

1年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TVプランD 320Mコース 4,728円 （税込5,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第40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）

1年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TVプランD 1Gコース※6 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第41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）

2年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 25,000円 （税込27,500円） -

第41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）

2年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） -

第42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（※2））

3年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第42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（※2））

3年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

別表　定期契約-14



J:COM NET 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九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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 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（※2））

3年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第42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（※2））

3年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第42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（※2））

3年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第42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（※2））

3年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第42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（※2））

3年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 光1Gコース on
auひかり

4,118円 （税込4,529円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第42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（※2））

3年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 光1Gコース on
auひかり

4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第42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（※2））

3年 戸建
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 光1Gコース on
auひかり

4,118円 （税込4,529円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第43種 お得プラン（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

－ － 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 8,500円 （税込9,350円） -

第43種 お得プラン（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

－ － 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 8,500円 （税込9,350円） -

第43種 お得プラン（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

－ － 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 8,500円 （税込9,350円） -

第44種 お得プラン（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

－ － 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 8,500円 （税込9,350円） -

第44種 お得プラン（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 8,500円 （税込9,350円） -

第44種 お得プラン（2年契約）電力セット 2年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 8,500円 （税込9,350円） -

第45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 120Mコース 4,251円 （税込4,676円） 8,500円 （税込9,350円） -

第45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 320Mコース 4,918円 （税込5,409円） 8,500円 （税込9,350円） -

第45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 1Gコース※6 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第45種 In My Room お得プラン 電力セット 1年 集合
住宅

－ TVプランD 120Mコース 4,061円 （税込4,467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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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 In My Room お得プラン 電力セット 1年 集合
住宅

－ TVプランD 320Mコース 4,728円 （税込5,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第45種 In My Room お得プラン 電力セット 1年 集合
住宅

－ TVプランD 1Gコース※6 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第46種 NETパック<PHONE>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

※4 － 120Mコース 3,980円 （税込4,378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46種 NETパック<PHONE>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

※4 － 320Mコース 4,680円 （税込5,148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46種 NETパック<PHONE>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

※4 － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698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46種 NETパック<PHONE>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

※4 － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698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47種 NETパック<PHONE>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

※4 － 120Mコース 3,980円 （税込4,378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47種 NETパック<PHONE>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

※4 － 320Mコース 4,680円 （税込5,148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47種 NETパック<PHONE>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

※4 － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698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47種 NETパック<PHONE>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

※4 － 光1Gコース on
auひかり

5,180円 （税込5,698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47種 NETパック<PHONE>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

※4 － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698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48種 J:COM法人パック（2年契約）電力セット 2年 － － － 120Mコース 4,211円 （税込4,632円） 8,500円 （税込9,350円） -

第48種 J:COM法人パック（2年契約）電力セット 2年 － － － 320Mコース 4,830円 （税込5,313円） 8,500円 （税込9,350円） -

第48種 J:COM法人パック（2年契約）電力セット 2年 － － － 1Gコース※6 5,330円 （税込5,863円） 8,500円 （税込9,350円） -

第48種 J:COM法人パック（2年契約）電力セット 2年 － － － 光1Gコース 5,330円 （税込5,863円） 8,500円 （税込9,350円） -

第49種 お得セレクト（1年契約）電力セット（※
1）

1年 集合
住宅

－ TV+NET+電力 40Mコース 2,785円 （税込3,063円） 8,500円 （税込9,350円） -

第49種 お得セレクト（1年契約）電力セット（※
1）

1年 集合
住宅

－ TV+NET+電力 120Mコース 3,071円 （税込3,378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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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49種 お得セレクト（1年契約）電力セット（※
1）

1年 集合
住宅

－ TV+NET+電力 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 8,500円 （税込9,350円） -

第49種 お得セレクト（1年契約）電力セット（※
1）

1年 集合
住宅

－ TV+NET+電力 1Gコース※6 4,047円 （税込4,451円） 8,500円 （税込9,350円） -

第49種 お得セレクト（1年契約）電力セット（※
1）

1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 8,500円 （税込9,350円） -

第49種 お得セレクト（1年契約）電力セット（※
1）

1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 8,500円 （税込9,350円） -

第49種 お得セレクト（1年契約）電力セット（※
1）

1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 8,500円 （税込9,350円） -

第49種 お得セレクト（1年契約）電力セット（※
1）

1年 集合
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 1Gコース※6 4,490円 （税込4,939円） 8,500円 （税込9,350円） -

第50種 お得セレクト（2年契約）電力セット（※
1）

2年 戸建
住宅

－ TV+NET+電力 40Mコース 2,785円 （税込3,063円） 8,500円 （税込9,350円） -

第50種 お得セレクト（2年契約）電力セット（※
1）

2年 戸建
住宅

－ TV+NET+電力 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 8,500円 （税込9,350円） -

第50種 お得セレクト（2年契約）電力セット（※
1）

2年 戸建
住宅

－ TV+NET+電力 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 8,500円 （税込9,350円） -

第50種 お得セレクト（2年契約）電力セット（※
1）

2年 戸建
住宅

－ TV+NET+電力 1Gコース※6 4,047円 （税込4,451円） 8,500円 （税込9,350円） -

第50種 お得セレクト（2年契約）電力セット（※
1）

2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 8,500円 （税込9,350円） -

第50種 お得セレクト（2年契約）電力セット（※
1）

2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 8,500円 （税込9,350円） -

第50種 お得セレクト（2年契約）電力セット（※
1）

2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 8,500円 （税込9,350円） -

第50種 お得セレクト（2年契約）電力セット（※
1）

2年 戸建
住宅

－ TV+NET+TEL+電力 1Gコース※6 4,490円 （税込4,939円） 8,500円 （税込9,350円） -

第51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 － 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 10,000円 （税込11,000円） -

第51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 － 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第51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

STVB withタブレット － 320Mコース 4,528円 （税込4,980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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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51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

STVB withタブレット － 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第52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/STVB withタブ
レット

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第52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/STVB withタブ
レット

－ 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第52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/STVB withタブ
レット

－ 光1Gコース on
auひかり

5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第53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

STVB － 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 10,000円 （税込11,000円） -

第53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

STVB － 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第54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

STVB － 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第54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

STVB － 1Gコース※6 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第54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

STVB － 光1Gコース on
auひかり

5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第55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/STVB withタブ
レット

TVプランBコンパクト 320Mコース 4,918円 （税込5,409円） 8,500円 （税込9,350円） -

第55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/STVB withタブ
レット

TVプランBコンパクト 1Gコース※6 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第55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/STVB withタブ
レット

TVプランD 320Mコース 4,728円 （税込5,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第55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/STVB withタブ
レット

TVプランD 1Gコース※6 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第56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

1年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TVプランBコンパクト 320Mコース 4,918円 （税込5,409円） 8,500円 （税込9,350円） -

第56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

1年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TVプランBコンパクト 1Gコース※6 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第56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

1年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TVプランD 320Mコース 4,728円 （税込5,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第56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

1年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

TVプランD 1Gコース※6 5,228円 （税込5,750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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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57種 NETパックEX（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 320Mコース 4,680円 （税込5,148円） 8,500円 （税込9,350円） -

第57種 NETパックEX（1年契約）電力セット 1年 集合
住宅

STVB/STVB withタブ
レット

－ 1Gコース※6 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第58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 320Mコース 4,190円 （税込4,609円） 10,000円 （税込11,000円） -

第58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 1Gコース※6 4,690円 （税込5,159円） 10,000円 （税込11,000円） -

第58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 320Mコース 3,790円 （税込4,169円） 10,000円 （税込11,000円） -

第58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 1Gコース※6 4,290円 （税込4,719円） 10,000円 （税込11,000円） -

第58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 withタブレット TV+NET+TEL+電力 320Mコース 4,190円 （税込4,609円） 15,000円 （税込16,500円） -

第58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 withタブレット TV+NET+TEL+電力 1Gコース※6 4,690円 （税込5,159円） 15,000円 （税込16,500円） -

第58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 withタブレット TV+NET+電力 320Mコース 3,790円 （税込4,169円） 15,000円 （税込16,500円） -

第58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 withタブレット TV+NET+電力 1Gコース※6 4,290円 （税込4,719円） 15,000円 （税込16,500円） -

第59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/STVB withタブ
レット

TV+NET+TEL+電力 320Mコース 4,190円 （税込4,609円） 15,000円 （税込16,500円） -

第59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/STVB withタブ
レット

TV+NET+TEL+電力 1Gコース※6 4,690円 （税込5,159円） 15,000円 （税込16,500円） -

第59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/STVB withタブ
レット

TV+NET+TEL+電力 光1Gコース on
auひかり

4,690円 （税込5,159円） 15,000円 （税込16,500円） -

第59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/STVB withタブ
レット

TV+NET+電力 320Mコース 3,790円 （税込4,169円） 15,000円 （税込16,500円） -

第59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/STVB withタブ
レット

TV+NET+電力 1Gコース※6 4,290円 （税込4,719円） 15,000円 （税込16,500円） -

第59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/STVB withタブ
レット

TV+NET+電力 光1Gコース on
auひかり

4,290円 （税込4,719円） 15,000円 （税込16,500円） -

第60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

－ 120Mコース 3,861円 （税込4,247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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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60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

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 10,000円 （税込11,000円） -

第60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

－ 1Gコース※5 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第60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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 20,000円 （税込22,000円） -

第60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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第60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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 1Gコース※5 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第60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 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第60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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第61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/4KJB
/SJB withタブレット

－ 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 20,000円 （税込22,000円） -

第61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/4KJB
/SJB withタブレット

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第61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/4KJB
/SJB withタブレット

－ 1Gコース※5 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第61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/4KJB
/SJB withタブレット

－ 光1Gコース on
auひかり

5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第61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/4KJB
/SJB withタブレット

－ 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第62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
LINK/4KJB/SJB

－ 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 10,000円 （税込11,000円） -

第62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
LINK/4KJB/SJB

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 10,000円 （税込11,000円） -

第62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
LINK/4KJB/SJB

－ 1Gコース※5 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第62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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 20,000円 （税込22,000円） -

第62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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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62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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 1Gコース※5 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第62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
LINK/4KJB/SJB

－ 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第62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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

－ 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第63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
LINK/4KJB/SJB/4KJB
/SJB withタブレット

－ 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 20,000円 （税込22,000円） -

第63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
LINK/4KJB/SJB/4KJB
/SJB withタブレット

－ 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第63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
LINK/4KJB/SJB/4KJB
/SJB withタブレット

－ 1Gコース※5 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第63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
LINK/4KJB/SJB/4KJB
/SJB withタブレット

－ 光1Gコース on
auひかり

5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第63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
LINK/4KJB/SJB/4KJB
/SJB withタブレット

－ 光1Gコース 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第64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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランBコンパクト 120Mコース 4,251円 （税込4,676円） 8,500円 （税込9,350円） -

第64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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランBコンパクト 320Mコース 4,918円 （税込5,409円） 8,500円 （税込9,350円） -

第64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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランBコンパクト 1Gコース※5 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第64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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランD 120Mコース 4,061円 （税込4,467円） 8,500円 （税込9,350円） -

第64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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランD 320Mコース 4,728円 （税込5,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第64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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランD 1Gコース※5 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第64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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第64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/4KJB
/SJB withタブレット

TVプランD 光1Gコース 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第65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

1年 集合
住宅

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

TVプランBコンパクト 120Mコース 4,251円 （税込4,676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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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65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

1年 集合
住宅

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

TVプランBコンパクト 320Mコース 4,918円 （税込5,409円） 8,500円 （税込9,350円） -

第65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

1年 集合
住宅

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

TVプランBコンパクト 1Gコース※5 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第65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

1年 集合
住宅

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

TVプランD 120Mコース 4,061円 （税込4,467円） 8,500円 （税込9,350円） -

第65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

1年 集合
住宅

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

TVプランD 320Mコース 4,728円 （税込5,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第65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

1年 集合
住宅

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

TVプランD 1Gコース※5 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第65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

1年 集合
住宅

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

TVプランBコンパクト 光1Gコース 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第65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

1年 集合
住宅

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

TVプランD 光1Gコース 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第66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 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 10,000円 （税込11,000円） -

第66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 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 10,000円 （税込11,000円） -

第66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 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 10,000円 （税込11,000円） -

第66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 1Gコース※5 4,490円 （税込4,939円） 10,000円 （税込11,000円） -

第66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 40Mコース 2,785円 （税込3,063円） 10,000円 （税込11,000円） -

第66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 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 10,000円 （税込11,000円） -

第66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 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 10,000円 （税込11,000円） -

第66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 1Gコース※5 4,047円 （税込4,451円） 10,000円 （税込11,000円） -

第66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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+TEL+電力 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 15,000円 （税込16,500円） -

第66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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+TEL+電力 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 15,000円 （税込16,500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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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66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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+TEL+電力 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 15,000円 （税込16,500円） -

第66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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+TEL+電力 1Gコース※5 4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第66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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+電力 40Mコース 2,785円 （税込3,063円） 15,000円 （税込16,500円） -

第66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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+電力 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 15,000円 （税込16,500円） -

第66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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+電力 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 15,000円 （税込16,500円） -

第66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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+電力 1Gコース※5 4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第66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 4,490円 （税込4,939円） 10,000円 （税込11,000円） -

第66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 4,047円 （税込4,451円） 10,000円 （税込11,000円） -

第66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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+TEL+電力 光1Gコース 4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第66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
LINK/4KJB/SJB withタ
ブレット

TV+NET+電力 光1Gコース 4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第67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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+TEL+電力 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 15,000円 （税込16,500円） -

第67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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+TEL+電力 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 15,000円 （税込16,500円） -

第67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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+TEL+電力 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 15,000円 （税込16,500円） -

第67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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+TEL+電力 1Gコース※5 4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第67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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+TEL+電力 光1Gコース on
auひかり

4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第67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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+電力 40Mコース 2,785円 （税込3,063円） 15,000円 （税込16,500円） -

第67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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+電力 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 15,000円 （税込16,500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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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 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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+電力 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 15,000円 （税込16,500円） -

第67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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+電力 1Gコース※5 4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第67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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+電力 光1Gコース on
auひかり

4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第67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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+TEL+電力 光1Gコース 4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第67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/4KJB
/SJB withタブレット

TV+NET+電力 光1Gコース 4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第68種 J:COM NET 特別コース（1年契約）電
力セット

1年 集合
住宅

※4 － 120Mコース 3,980円 （税込4,378円） 8,500円 （税込9,350円） -

第68種 J:COM NET 特別コース（1年契約）電
力セット

1年 集合
住宅

※4 － 320Mコース 4,680円 （税込5,148円） 8,500円 （税込9,350円） -

第68種 J:COM NET 特別コース（1年契約）電
力セット

1年 集合
住宅

※4 － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第68種 J:COM NET 特別コース（1年契約）電
力セット

1年 集合
住宅

※4 － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第69種 J:COM NET 特別コース（2年契約）電
力セット

2年 戸建
住宅

※4 － 120Mコース 3,980円 （税込4,378円） 8,500円 （税込9,350円） -

第69種 J:COM NET 特別コース（2年契約）電
力セット

2年 戸建
住宅

※4 － 320Mコース 4,680円 （税込5,148円） 8,500円 （税込9,350円） -

第69種 J:COM NET 特別コース（2年契約）電
力セット

2年 戸建
住宅

※4 － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第69種 J:COM NET 特別コース（2年契約）電
力セット

2年 戸建
住宅

※4 － 光1Gコース on
auひかり

5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第69種 J:COM NET 特別コース（2年契約）電
力セット

2年 戸建
住宅

※4 － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第70種 もっとお得プラン（3年契約）電力セット
（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 33,333円 （税込36,666円） 1年目

第70種 もっとお得プラン（3年契約）電力セット
（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 33,333円 （税込36,666円） 1年目

第70種 もっとお得プラン（3年契約）電力セット
（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 23,810円 （税込26,191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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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70種 もっとお得プラン（3年契約）電力セット
（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 23,810円 （税込26,191円） 2年目

第70種 もっとお得プラン（3年契約）電力セット
（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 14,286円 （税込15,714円） 3年目

第70種 もっとお得プラン（3年契約）電力セット
（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 14,286円 （税込15,714円） 3年目

第71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

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 30,000円 （税込33,000円） -

第71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

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 30,000円 （税込33,000円） -

第72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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 38,095円 （税込41,904円） 1年目

第72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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 38,095円 （税込41,904円） 1年目

第72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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 28,571円 （税込31,428円） 2年目

第72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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 28,571円 （税込31,428円） 2年目

第72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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 16,667円 （税込18,333円） 3年目

第72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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 16,667円 （税込18,333円） 3年目

第73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

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 25,000円 （税込27,500円） -

第73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

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） -

第74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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第74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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第74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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第74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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

別表　定期契約-25



J:COM NET 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九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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74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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979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EX PHONE
コース（3年契約）電力セット（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529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EX PHONE
コース（3年契約）電力セット（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,118円 （税込4,529円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第74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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第74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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,118円 （税込4,529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EX メガパック
コース（2年契約）電力セット

2年 集合
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 25,000円 （税込27,500円） -

第75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

2年 集合
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） -

第76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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第76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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第76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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第76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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第76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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第76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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※6 4,118円 （税込4,529円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第76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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,118円 （税込4,529円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第76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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第76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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,118円 （税込4,529円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第77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

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 25,000円 （税込27,500円） -

別表　定期契約-26



J:COM NET 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九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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77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

－ － 1Gコース※5 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） -

第77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 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） -

第78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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第78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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 4,118円 （税込4,529円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第78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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第78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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第78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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第78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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 4,118円 （税込4,529円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第78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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,028円 （税込4,430円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第78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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,028円 （税込4,430円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第78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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,028円 （税込4,430円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第78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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,118円 （税込4,529円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第78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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第78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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,118円 （税込4,529円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第79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

2年 集合
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 25,000円 （税込27,500円） -

第79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

2年 集合
住宅

－ － 1Gコース※5 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） -

第79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

2年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） -

別表　定期契約-27



J:COM NET 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九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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80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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第80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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 4,118円 （税込4,529円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第80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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第80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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第80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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 3,618円 （税込3,979円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第80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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 4,118円 （税込4,529円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第80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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,028円 （税込4,430円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第80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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,028円 （税込4,430円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第80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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

4,028円 （税込4,430円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第80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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,118円 （税込4,529円） 35,000円 （税込38,500円） 1年目

第80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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,118円 （税込4,529円） 25,000円 （税込27,500円） 2年目

第80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（※2）

3年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 4,118円 （税込4,529円） 15,000円 （税込16,500円） 3年目

第81種 NETパック<メガパック>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 120Mコース 3,980円 （税込4,378円） 8,500円 （税込9,350円） -

第81種 NETパック<メガパック>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 320Mコース 4,680円 （税込5,148円） 8,500円 （税込9,350円） -

第81種 NETパック<メガパック>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第81種 NETパック<メガパック>（1年契約） 1年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第82種 NETパック<メガパック>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 120Mコース 3,980円 （税込4,378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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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 NETパック<メガパック>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 4,680円 （税込5,148円） 8,500円 （税込9,350円） -

第82種 NETパック<メガパック>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第82種 NETパック<メガパック>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第82種 NETパック<メガパック>（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第83種 NETパック<メガパック>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

－ － 120Mコース 3,980円 （税込4,378円） 8,500円 （税込9,350円） -

第83種 NETパック<メガパック>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

－ － 320Mコース 4,680円 （税込5,148円） 8,500円 （税込9,350円） -

第83種 NETパック<メガパック>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

－ － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第83種 NETパック<メガパック>（1年契約）電力
セット

1年 集合
住宅

－ － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第84種 NETパック<メガパック>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

－ － 120Mコース 3,980円 （税込4,378円） 8,500円 （税込9,350円） -

第84種 NETパック<メガパック>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

－ － 320Mコース 4,680円 （税込5,148円） 8,500円 （税込9,350円） -

第84種 NETパック<メガパック>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

－ － 1Gコース※5 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第84種 NETパック<メガパック>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース on
auひかり

5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第84種 NETパック<メガパック>（2年契約）電力
セット

2年 戸建
住宅

－ － 光1Gコース 5,180円 （税込5,698円） 8,500円 （税込9,350円） -

第85種 In My Room 特別プラン 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＋12M、40M）

320Mコース 2,680円 （税込2,948円） 1,000円 （税込1,100円） -

第85種 In My Room 特別プラン 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＋12M、40M）

1Gコース※5 3,180円 （税込3,498円） 1,000円 （税込1,100円） -

第85種 In My Room 特別プラン 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＋12M、40M）

320Mコース 2,680円 （税込2,948円） 8,500円 （税込9,350円） -

第85種 In My Room 特別プラン 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＋12M、40M）

1Gコース※5 3,180円 （税込3,498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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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 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+メガパック（TVプ
ランBコンパクト＋12M、
40M）

320Mコース 2,680円 （税込2,948円） 8,500円 （税込9,350円） -

第85種 In My Room 特別プラン 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+メガパック（TVプ
ランBコンパクト＋12M、
40M）

1Gコース※5 3,180円 （税込3,498円） 8,500円 （税込9,350円） -

第86種 In My Room 特別プラン 電力セット 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＋12M、40M）

320Mコース 2,680円 （税込2,948円） 1,000円 （税込1,100円） -

第86種 In My Room 特別プラン 電力セット 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＋12M、40M）

1Gコース※5 3,180円 （税込3,498円） 1,000円 （税込1,100円） -

第86種 In My Room 特別プラン 電力セット 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＋12M、
40M）

320Mコース 2,680円 （税込2,948円） 8,500円 （税込9,350円） -

第86種 In My Room 特別プラン 電力セット 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＋12M、
40M）

1Gコース※5 3,180円 （税込3,498円） 8,500円 （税込9,350円） -

第86種 In My Room 特別プラン 電力セット 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+メガパック+電力
（TVプランBコンパクト＋
12M、40M）

320Mコース 2,680円 （税込2,948円） 8,500円 （税込9,350円） -

第86種 In My Room 特別プラン 電力セット 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+メガパック+電力
（TVプランBコンパクト＋
12M、40M）

1Gコース※5 3,180円 （税込3,498円） 8,500円 （税込9,350円） -

第87種 スマートお得オンデマンド（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 10,000円 （税込11,000円） -

第87種 スマートお得オンデマンド（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 10,000円 （税込11,000円） -

第87種 スマートお得オンデマンド（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 10,000円 （税込11,000円） -

第87種 スマートお得オンデマンド（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 1Gコース※5 4,490円 （税込4,939円） 10,000円 （税込11,000円） -

第87種 スマートお得オンデマンド（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET 40Mコース 2,785円 （税込3,063円） 10,000円 （税込11,000円） -

第87種 スマートお得オンデマンド（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 10,000円 （税込11,000円） -

第87種 スマートお得オンデマンド（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 10,000円 （税込11,000円） -

第87種 スマートお得オンデマンド（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET 1Gコース※5 4,047円 （税込4,451円） 10,000円 （税込11,000円） -

第87種 スマートお得オンデマンド（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 光1Gコース 4,490円 （税込4,939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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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87種 スマートお得オンデマンド（集合住宅） 1年 集合
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET 光1Gコース 4,047円 （税込4,451円） 10,000円 （税込11,000円） -

第88種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 15,000円 （税込16,500円） -

第88種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 15,000円 （税込16,500円） -

第88種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 15,000円 （税込16,500円） -

第88種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 1Gコース※5 4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第88種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 光1Gコース on
auひかり

4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第88種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET 40Mコース 2,785円 （税込3,063円） 15,000円 （税込16,500円） -

第88種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 15,000円 （税込16,500円） -

第88種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 15,000円 （税込16,500円） -

第88種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET 1Gコース※5 4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第88種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET 光1Gコース on
auひかり

4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第88種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL 光1Gコース 4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第88種 スマートお得オンデマンド（2年契約） 2年 戸建
住宅

J:COM LINK/4KJB TV+NET 光1Gコース 4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第89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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 10,000円 （税込11,000円） -

第89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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 10,000円 （税込11,000円） -

第89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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 10,000円 （税込11,000円） -

第89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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 1Gコース※5 4,490円 （税込4,939円） 10,000円 （税込11,000円） -

別表　定期契約-31



J:COM NET 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九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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89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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 40Mコース 2,785円 （税込3,063円） 10,000円 （税込11,000円） -

第89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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 10,000円 （税込11,000円） -

第89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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 10,000円 （税込11,000円） -

第89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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 1Gコース※5 4,047円 （税込4,451円） 10,000円 （税込11,000円） -

第89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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 光1Gコース 4,490円 （税込4,939円） 10,000円 （税込11,000円） -

第89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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 光1Gコース 4,047円 （税込4,451円） 10,000円 （税込11,000円） -

第90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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 40Mコース 3,037円 （税込3,340円） 15,000円 （税込16,500円） -

第90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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 120Mコース 3,513円 （税込3,864円） 15,000円 （税込16,500円） -

第90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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 320Mコース 3,990円 （税込4,389円） 15,000円 （税込16,500円） -

第90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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 1Gコース※5 4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第90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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 光1Gコース on
auひかり

4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500円） -

第90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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 40Mコース 2,785円 （税込3,063円） 15,000円 （税込16,500円） -

第90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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 120Mコース 3,071円 （税込3,378円） 15,000円 （税込16,500円） -

第90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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 320Mコース 3,547円 （税込3,901円） 15,000円 （税込16,500円） -

第90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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 1Gコース※5 4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第90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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 光1Gコース on
auひかり

4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第90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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+TEL+電力 光1Gコース 4,490円 （税込4,939円） 15,000円 （税込16,500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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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90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

J:COM LINK/4KJB TV+NET+電力 光1Gコース 4,047円 （税込4,451円） 15,000円 （税込16,500円） -

第91種 In My Room 特別プラン 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＋
12M、40M）

320Mコース 2,680円 （税込2,948円） 1,000円 （税込1,100円） -

第91種 In My Room 特別プラン 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＋
12M、40M）

1Gコース※5 3,180円 （税込3,498円） 1,000円 （税込1,100円） -

第91種 In My Room 特別プラン 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
＋12M、40M）

320Mコース 2,680円 （税込2,948円） 8,500円 （税込9,350円） -

第91種 In My Room 特別プラン 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
＋12M、40M）

1Gコース※5 3,180円 （税込3,498円） 8,500円 （税込9,350円） -

第91種 In My Room 特別プラン 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+メガパック（TVプ
ランB＋12M、40M）

320Mコース 2,680円 （税込2,948円） 8,500円 （税込9,350円） -

第91種 In My Room 特別プラン 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+メガパック（TVプ
ランB＋12M、40M）

1Gコース※5 3,180円 （税込3,498円） 8,500円 （税込9,350円） -

第92種 In My Room 特別プラン 電力セット 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
＋12M、40M）

320Mコース 2,680円 （税込2,948円） 1,000円 （税込1,100円） -

第92種 In My Room 特別プラン 電力セット 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
＋12M、40M）

1Gコース※5 3,180円 （税込3,498円） 1,000円 （税込1,100円） -

第92種 In My Room 特別プラン 電力セット 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＋12M、40M）

320Mコース 2,680円 （税込2,948円） 8,500円 （税込9,350円） -

第92種 In My Room 特別プラン 電力セット 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＋12M、40M）

1Gコース※5 3,180円 （税込3,498円） 8,500円 （税込9,350円） -

第92種 In My Room 特別プラン 電力セット 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+メガパック+電力
（TVプランB＋12M、40M）

320Mコース 2,680円 （税込2,948円） 8,500円 （税込9,350円） -

第92種 In My Room 特別プラン 電力セット 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+メガパック+電力
（TVプランB＋12M、40M）

1Gコース※5 3,180円 （税込3,498円） 8,500円 （税込9,350円） -

第93種 In My Room 特別プラン 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）

320Mコース 1,680円 （税込1,848円） 1,000円 （税込1,100円） -

第93種 In My Room 特別プラン 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）

1Gコース※5 2,180円 （税込2,398円） 1,000円 （税込1,100円） -

第93種 In My Room 特別プラン 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）

320Mコース 1,680円 （税込1,848円） 8,500円 （税込9,350円） -

第93種 In My Room 特別プラン 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）

1Gコース※5 2,180円 （税込2,398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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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93種 In My Room 特別プラン 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+メガパック（TVプ
ランBコンパクト＋120M）

320Mコース 1,680円 （税込1,848円） 8,500円 （税込9,350円） -

第93種 In My Room 特別プラン 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+メガパック（TVプ
ランBコンパクト＋120M）

1Gコース※5 2,180円 （税込2,398円） 8,500円 （税込9,350円） -

第94種 In My Room 特別プラン 電力セット 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）

320Mコース 1,680円 （税込1,848円） 1,000円 （税込1,100円） -

第94種 In My Room 特別プラン 電力セット 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）

1Gコース※5 2,180円 （税込2,398円） 1,000円 （税込1,100円） -

第94種 In My Room 特別プラン 電力セット 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）

320Mコース 1,680円 （税込1,848円） 8,500円 （税込9,350円） -

第94種 In My Room 特別プラン 電力セット 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）

1Gコース※5 2,180円 （税込2,398円） 8,500円 （税込9,350円） -

第94種 In My Room 特別プラン 電力セット 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+メガパック+電力
（TVプランBコンパクト＋
120M）

320Mコース 1,680円 （税込1,848円） 8,500円 （税込9,350円） -

第94種 In My Room 特別プラン 電力セット 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+メガパック+電力
（TVプランBコンパクト＋
120M）

1Gコース※5 2,180円 （税込2,398円） 8,500円 （税込9,350円） -

第95種 In My Room 特別プラン 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）

320Mコース 1,680円 （税込1,848円） 1,000円 （税込1,100円） -

第95種 In My Room 特別プラン 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）

1Gコース※5 2,180円 （税込2,398円） 1,000円 （税込1,100円） -

第95種 In My Room 特別プラン 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）

320Mコース 1,680円 （税込1,848円） 8,500円 （税込9,350円） -

第95種 In My Room 特別プラン 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）

1Gコース※5 2,180円 （税込2,398円） 8,500円 （税込9,350円） -

第95種 In My Room 特別プラン 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+メガパック（TVプ
ランB＋120M）

320Mコース 1,680円 （税込1,848円） 8,500円 （税込9,350円） -

第95種 In My Room 特別プラン 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+メガパック（TVプ
ランB＋120M）

1Gコース※5 2,180円 （税込2,398円） 8,500円 （税込9,350円） -

第96種 In My Room 特別プラン 電力セット 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）

320Mコース 1,680円 （税込1,848円） 1,000円 （税込1,100円） -

第96種 In My Room 特別プラン 電力セット 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）

1Gコース※5 2,180円 （税込2,398円） 1,000円 （税込1,100円） -

第96種 In My Room 特別プラン 電力セット 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）

320Mコース 1,680円 （税込1,848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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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96種 In My Room 特別プラン 電力セット 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）

1Gコース※5 2,180円 （税込2,398円） 8,500円 （税込9,350円） -

第96種 In My Room 特別プラン 電力セット 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+メガパック+電力
（TVプランB＋120M）

320Mコース 1,680円 （税込1,848円） 8,500円 （税込9,350円） -

第96種 In My Room 特別プラン 電力セット 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+メガパック+電力
（TVプランB＋120M）

1Gコース※5 2,180円 （税込2,398円） 8,500円 （税込9,350円） -

第97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 － 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 10,000円 （税込11,000円） -

第97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 － 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 10,000円 （税込11,000円） -

第97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 － １Gコース 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第97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98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 － 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 20,000円 （税込22,000円） -

第98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 － 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第98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 on
auひかり

5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第98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 － １Gコース 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第98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） -

第99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 320Mコース 4,918円 （税込5,409円） 8,500円 （税込9,350円） -

第99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 320Mコース 4,728円 （税込5,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第99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 １Gコース 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第99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 １Gコース 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第99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 5,418円 （税込5,959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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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99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 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第100
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 － 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 10,000円 （税込11,000円） -

第100
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 － 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 10,000円 （税込11,000円） -

第100
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 － １Gコース 5,028円 （税込5,530円） 10,000円 （税込11,000円） -

第100
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101
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 － 120Mコース 3,861円 （税込4,247円） 20,000円 （税込22,000円） -

第101
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 － 320Mコース 4,528円 （税込4,980円） 20,000円 （税込22,000円） -

第101
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 on
auひかり

5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第101
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 － １Gコース 5,028円 （税込5,530円） 20,000円 （税込22,000円） -

第101
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102
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 320Mコース 4,918円 （税込5,409円） 8,500円 （税込9,350円） -

第102
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 320Mコース 4,728円 （税込5,200円） 8,500円 （税込9,350円） -

第102
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 １Gコース 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第102
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 １Gコース 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第102
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 5,418円 （税込5,959円） 8,500円 （税込9,350円） -

第102
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 5,228円 （税込5,750円） 8,500円 （税込9,350円） -

第103
種

お得NET（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ NET 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
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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）

株式会社ジェイコム九州

種別 名称 契約
期間

住宅
形態

J:COM
LINK/4KJB/SJB/STV
B等

コース等（※3） 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103
種

お得NET（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ NET 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103
種

お得NET（2年契約） 2年 戸建
住宅

－ NET 光1Gコース on
auひかり

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103
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103
種

お得NET（1年契約） 1年 集合
住宅

－ NET 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103
種

お得NET（1年契約） 1年 集合
住宅

－ NET 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103
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2種
特別

トリプルプレミアム 電力セット 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 320Mコース 6,093円 （税込6,702円） 3,500円 （税込3,850円） -

第2種
特別

トリプルプレミアム 電力セット 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 320Mコース 6,093円 （税込6,702円） 8,500円 （税込9,350円） -

特別 トリプルプレミアム 1年 集合
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 320Mコース 6,093円 （税込6,702円） 3,500円 （税込3,850円） -

特別 トリプルプレミアム 2年 戸建
住宅

J:COM
LINK/4KJB/SJB

－ 320Mコース 6,093円 （税込6,702円） 8,500円 （税込9,350円） -
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