
 

加  入  金 引込工事費

４０，０００円

   　実費
　 　   ※負担限度額
        　６０，０００
円

　 内　　　　　　容　 単　　　位 金　　　　額

基
本
サ
❘
ビ
ス

地上デジタル放送再送信（９局）
地上アナログ放送再送信（９局）
　※平成２３年７月２４日まで
衛星ＢＳデジタル放送再送信（８局）
ＦＭラジオ放送再送信（４局）
自主放送
音声告知放送（緊急放送、連絡放送
外）
加入者間町内無料電話サービス
テレビインターネット

件／契約 １，６００円／月

基本利用料

ベストエフォート下り３０Ｍｂｐｓ
メールアドレス　　　１個
メールボックス容量　２０ＭＢ
ホームページ容量　　２０ＭＢ
メール転送　　　　　５ケ所

件／契約 ２，５００円／月

最大追加１０個 １アドレス ２００円／月
最大容量５００ＭＢ ５ＭＢ １００円／月
送受信時ウィルスチェック迷惑メール対策 １アカウント ４００円／月
最大容量１ＧＢ ５ＭＢ ２００円／月
追加変更 １アドレス ２００円／回
容量追加 １工事 ２００円／回
追加 １アカウント ２００円／回
追加 １アカウント ２００円／回
容量追加 １工事 ２００円／回

月額基本料金 件／契約 ４００円／月
従量通話料 月 実費
通話明細書発行 件／月 ２００円／件

ムービープラス等２５番組 件／契約 ２，０００円／月
衛星劇場 件／契約 １，８９０円／月
東映チャンネル 件／契約 １，５８０円／月
J SPORTS Plus　 件／契約 １，３７０円／月
グリーンチャンネル 件／契約 １，２６０円／月
SPEED　チャンネル 　 件／契約 ９５０円／月
視聴用カード代　１回のみ 枚／契約 ３，１５０円

２台目以降（契約期間３年以上） 台 ５００円／月
２台目以降の３年未満の解約料 台 残月数×５００円／月

３０分まで １，５００円
３０分増毎 ５００円

文字放送・映像放送外 　 別途
　

お問合せ先　　那珂川町ケーブルテレビ放送センター　　　電話:0287-92-1121  　域内無料電話:３-92-1121

録画テープダビング

広告放送料

※ＮＨＫ放送受信料は別途必要です。
※基本使用料について、年齢や課税状況などの一定の要件を満たす場合には申請により減免　

※裏面に続きます。   になります。

4.ＳＴＢレンタルサービス

ＳＴＢ使用料

ＳＴＢ解約料　

その
他

自主制作テープダビング手数料

3.ＣＳ有料放送再送信サービス

有料パックチャンネル視聴料

有料チャンネル１視聴料

有料チャンネル２視聴料

有料チャンネル３視聴料

有料チャンネル４視聴料

有料チャンネル５視聴料

Ｃ－ＣＡＳカード使用料

メールウィルスチェック追加手数料

迷惑メールフィルタ追加手数料

ホームページ容量追加手数料

2.ＩＰ電話サービス

基本使用料

通話料

ＩＰ電話利用明細書発行手数料

基本使用料
　[ＳＴＢ１台無償貸与、音声告知
　　放送受信機(１保安器につき)１台
　　無償貸与］

オ
プ
シ
ョ
ン
サ
l
ビ
ス

1.インターネット接続サービス

メールアドレス利用料

メールボックス利用料

セキュリティ対策利用料

ホームページ利用料

メールアドレス追加変更手数料

メールボックス容量追加手数料

那珂川町ケーブルテレビ施設サービス内容・料金　

　申　　　　込　　　　期　　　　間

平成２２年３月３１日をもって加入促進期間は終了いたしました

※宅内配線工事費は、個人負担となります。
※高齢者世帯や障害者世帯等を対象とした補助制度もあります。詳しくはお問合せください。

区　　　　　　　分



 

　

　☆有料パックチャンネル 2,500円/月
ムービープラス
日本映画専門チャンネル
ゴルフネットワーク
日テレプラス
ＮＩＫＫＥＩ　ＣＮＢＣ
アニマックス
アニマルプラネット
日テレＧ＋
ＬａＬａ　ＴＶ
ザ・シネマ
時代劇専門チヤンネル
フーディーズＴＶ
日テレＮＥＷＳ２４
ＫＩＤＳ　ＳＴＡＴＩＯＮ
ＦＯＸ

☆有料チャンネル２視聴料☆有料チャンネル１視聴料 1,890円/月
　 衛星劇場
☆有料チャンネル４視聴料☆有料チャンネル２視聴料 1,580円/月
　 東映チャンネル
☆有料チャンネル５視聴料☆有料チャンネル３視聴料 1,370円/月
　
☆有料チャンネル６視聴料☆有料チャンネル４視聴料 1,260円/月
　 グリーンチャンネル１・２
☆有料チャンネル８視聴料☆有料チャンネル５視聴料 950円/月
　 ＳＰＥＥＤ　チャンネル

農の元気は日本の元気！。「アグリネット」番組のほか、栄光の名馬たちほか。

公営競技情報チャンネル。

４．ＳＴＢレンタルサービス
２台目以降の地上デジタルチューナー、ＢＳデジタルチューナー、ＣＳ放送の視聴用にご利用いただけます。
契約後、３年未満でレンタルを解約する場合は、残月数１月につき、５００円の解約料がかかります。

お問合せ先　　那珂川町ケーブルテレビ放送センター　　　電話:0287-92-1121  　域内無料電話:３-92-1121

25 ホームドラマチャンネル 懐かしい国内ドラマ、特撮ドラマほか幅広いジャンルの作品もお届け。

松竹映画の新作をはじめ、東宝、東映ほか、Ｖシネマや隠れた名作を放映。

東映新作映画、時代劇、任侠、アニメ、特撮ヒーロー、刑事ドラマなどをノーＣＭで放送。

J SP0RTS Plus プロ野球（西武）、アメリカンプロレス、海外ラクビー、グランツール、ＮＨＬほか。

23 囲碁・将棋チャンネル 一日中、囲碁・将棋。棋譜解説、トーク番組など盛りだくさん。
24 スーパードラマＴＶ 海外ドラマ専門チャンネル。「The OC」「ER」「HEROS」「ﾀｰﾐﾈｰﾀｰ　ｻﾗ･ｺﾅｰｸﾛﾆｸﾙｽﾞ」など。

21 ＡＸＮ 海外ドラマ＆映画のエンターテインメントチャンネル。「LOST」「CSI:」など
22 ＭＵＳＩＣ　ＯＮＥ 最新ヒット曲のほか、過去のヒット曲や今注目のアーティストのビデオクリップなど。

19 ディスカバリーチャンネル 自然、科学とテクノロジー、ヒューマンアドベンチャー等世界最大のドキュメンタリー番組。
20 ＭＴＶ ライブやトレンド情報などフレッシュな話題を世界中からお届け。

17 ﾅｼｮﾅﾙ･ｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ･ﾁｬﾝﾈﾙ 世界１６６カ国が視る地球サイズのドキュメンタリーチャンネル。
18 歌謡ポップチャンネル 日本のヒットチャートを賑わした名曲から今を刻む最新ヒット曲までトータルにオンエア。

14 未就学児童、キッズ向け、大人向けなど、生活時間帯別のアニメチャンネル。
15 最新＆最強のアメリカンエイターテイメント。「２４」「PRISON BREAK」「BONES」など。

16 釣りビジョン あらゆるジャンルの釣り番組を２４時間３６５日放送。

11 名作時代劇専門チャンネル。～朝から夜まで、１日中チョンマゲ三昧～
12 健康・美容、グルメ・旅、料理など、食＆健康バラエティの専門チャンネル。
13 日本テレビ系列の２４時間ニュースチャンネル。最新情報をリアルタイムで。

8 プロ野球読売巨人軍専門。そのほか、サッカー、ＮＦＬ、ボクシング、モーターＳ等を放映。
9 韓流、グルメ、海外ドラマなど女性を「応援する」ライフスタイルエンターテイメント放送。

10 「ハリウッドから」及び「世界から」話題作映画や名作映画を一挙集結。

5 日本経済新聞ベースとした経済専門チャンネル。株価速報、マーケットビジネス情報。
6 名作、話題作等のアニメ専門チャンネル。是非アニマックスプレミア番組のご視聴を。
7 動物と人間、それを取り巻く環境をテーマとしたドキョメンタリー専門チャンネル。

2 懐かしのシネマ、日本映画の巨匠の作品など日本映画を年間１，５００本放映。
3 ゴルフ専門テレビ局、ＵＳＰＧＡ、シニアＰＧＡ、国内トーナメント、レッスン番組外。
4 ドラマ、スポーツ、バラエティー、サイエンス番組など日テレ番組専門チャンネル。

現在使用中の電話機を音声告知放送受信機に接続するだけで使用可能です。
ＮＴＴ等一般加入電話としての共用が可能です。

３．ＣＳ有料放送再送信サービス
ＣＳ放送を視聴する場合は、テレビ１台につき、ＳＴＢ１台とＣ－ＣＡＳカード１枚が必要です。

1 ハリウッドメガヒット洋画、作品案内、映画情報を提供。月６０本。

ＰＨＳへの発信　　　　　　　　　　　２１．０円／９０秒
ＩＰ電話間有料接続通話先への発信　　　８．４円／３分
国際電話　例．韓国、中国　　　　　　３０．０円／分
　　　　　　　ハワイ、米国本土　　　　９．０円／分　　　　　　　　　
　　　　　　　英国　　　　　　　　　２０．０円／分　　　　　　　　　

☆基本的事項

☆オプションサービス
表面の内容のとおりです。

２．ＩＰ電話サービス
☆従量通話料（標準的な通話料：Ｈ１９年１２月現在）

国内固定電話への発信　　　　　　　　　８．４円／３分　
携帯電話への発信　　　　　　　　　　２１．０円／分

◎オプションサービス

１．インターネット接続サービス
☆標準サービス

常時接続、使い放題です。
基本利用料２，５００円／月には、プロバイダ料、回線使用料、モデム代を含みます。
サービス内容は、表面の内容のとおりです。

◎基本サービス
ＳＴＢ（セットトップボックス：情報検索端末機）は１台のみ無償貸与、２台目以降は有償貸与です。
音声告知放送は、屋内においてはっきりと、緊急放送や連絡放送などの放送内容が聞き取ることができます。
町内の加入者同士の電話は無料です。ＩＰ電話サービスに申込みをしなくても、加入者間で町内無料電話サービスを受けられます。


