
 

 

 

 

 

 

第1種　定期契約（TVサービス、NETサービス、電話サービス）

定義

定期契約一覧表Ⅰ 対象サービス・利用料等 2016年7月1日現在

第1種　定期契約

料金 表示価格は、別の定めがない限り、税抜表記です。別途消費税分を請求します。

附則

(1)この第1種定期契約に定めなき費用については、加入者は当社が別途定める見積もり、または料金案内に従い、支払うものとします。

(2)当社は、加入者の承諾を得ることなく、この第1種定期契約の料金を改定することがあります。

(3)この第1種定期契約は、2016年7月1日より改定実施します。

ケーブルプラス電話 ケーブルプラス電話 ケーブルプラス電話 ケーブルプラス電話 ケーブルプラス電話

定期契約とは、当社が別に定めるケーブルテレビサービス契約約款（以下「TV約款」といいます。）に規定する基本番組サービスのうち当社が別に指定する項目のサービス（以下本規定において「TVサービス」といいます。）、お

よび当社が別に定めるインターネット接続サービス契約約款「以下「NET約款」といいます。）に規定するインターネット接続サービスのうち当社が別に指定する項目のサービス（以下本規定において「NETサービス」といいま

す。）、および当社が別に定めるケーブルプラス電話利用規約（「以下「電話規約」といいます。）に規定するケーブルプラス電話サービス（以下本規定において「電話サービス」といいます。）の契約を締結している加入者から申

込があり、当社が承諾した場合、当社がTVサービス、NETサービス、電話サービスの提供を開始した日の属する歴月から起算して、別に規定する契約期間が経過することとなる歴月の末日（（以下本規定において「満了日」」といい

ます。）をもって満了となる契約のことをいいます。

定期契約の更新および解除

ア　当社は定期契約が満了した場合、満了日の翌日（以下「更新日」といいます。）に同内容にて定期契約を更新します。ただし、満了日の属する歴月および更新日の属する歴月内に、加入者より契約の定期契約の解除の申し出があ

る場合は、この限りではありません。

イ　当社は、次の場合に定期契約の解除を行います。

(1)加入者がTVサービス、NETサービス、電話サービスのうちいずれかまたは全部の解約を行う場合

(2)加入者が電話サービスの一時中断を行う場合

(3)加入者がNETサービスの一時休止を行う場合

(4)加入者がTVサービスの一時休止を行う場合

(5)当社が、TVサービス、NETサービス、電話サービスのうちいずれかまたは全部の解除を行う場合

(6)当社が、TVサービス、NETサービス、電話サービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行う場合

(7)加入者がNETサービスについて、項目の変更を行う場合

(8)加入者がTVサービスについて、項目の変更を行う場合

ウ　加入者は、定期契約の満了日の属する歴月および更新日の属する歴月以外の日に定期契約の解除を行う場合、定期契約に係る解除料の支払を要します。

エ　定期契約の適用を受ける加入者には、最低利用期間は適用しません。なお、定期契約で定める全てのサービスの利用が開始されなかった場合で、且つ利用期間が6ヶ月に満たなかった場合は、TV約款およびNET約款に定める最低

利用期間の解除料を適用します。

オ　加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合委は定期契約の解除料の支払は要しません。

(1)加入者が転居を行った場合で、転居先でも同内容の定期契約を契約した場合

(2)加入者の設置先住所の集合住宅が当社が別に定める対応物件となった場合

(3)加入者の設置先住所の集合住宅が当社が別に定める対応物件でなくなった場合

項目

(注1)

①スマートお得プラン

160

withタブレット

（タイプⅡ）

②スマートお得プラン

12

withタブレット

（タイプⅡ）

③スマートお得プラン

160

withタブレット

（タイプⅠ）

④スマートお得プラン

12

withタブレット

（タイプⅠ）

⑤スマートお得プラン

160

⑥スマートお得プラン

12

⑦Y-Room

スマートお得プラン160

⑧スマートお得プラン160

（特別割引）

Smart YCV Box

(ワイワイDX)

NETサービス 160Mコース 12Mコース 160Mコース 12Mコース 160Mコース 12Mコース 160Mコース 160Mコース

TVサービス
Smart YCV Box

(ワイワイDX)

Smart YCV Box

(ワイワイDX)

Smart YCV Box

(ワイワイDX)

Smart YCV Box

(ワイワイDX)

Smart YCV Box

(ワイワイDX)

Smart YCV Box

(ワイワイDX)

Smart YCV Box

(ワイワイDX)

ケーブルプラス電話

番組表「YCV PRESS」毎月配布

YCV NET ホームWi-Fi標準装備

番組表「YCV PRESS」毎月配布

YCV NET ホームWi-Fi標準装備

番組表「YCV PRESS」毎月配布

YCV NET ホームWi-Fi標準装備

物件種別
戸建住宅

集合住宅

戸建住宅

集合住宅

戸建住宅

集合住宅

戸建住宅

集合住宅

戸建住宅

集合住宅

その他

戸建住宅

集合住宅
集合住宅 集合住宅

番組表「YCV PRESS」毎月配布

YCV NET ホームWi-Fi標準装備

番組表「YCV PRESS」毎月配布

YCV NET ホームWi-Fi標準装備

タブレットサービス標準装備

番組表「YCV PRESS」毎月配布

YCV NET ホームWi-Fi標準装備

タブレットサービス標準装備

番組表「YCV PRESS」毎月配布

YCV NET ホームWi-Fi標準装備

タブレットサービス標準装備

番組表「YCV PRESS」毎月配布

YCV NET ホームWi-Fi標準装備

タブレットサービス標準装備

対象サービス

電話サービス ケーブルプラス電話 ケーブルプラス電話

契約期間
戸建住宅　2年

集合住宅　2年

戸建住宅　2年

集合住宅　2年

戸建住宅　2年

集合住宅　2年

戸建住宅　2年

集合住宅　2年

戸建住宅　2年

集合住宅　1年

戸建住宅　2年

集合住宅　1年
集合住宅　1年 集合住宅　2年

定期契約に係る解除料
戸建住宅　20,000円

集合住宅　20,000円

戸建住宅　20,000円

集合住宅　20,000円

戸建住宅　20,000円

集合住宅　20,000円

戸建住宅　20,000円

集合住宅　20,000円

戸建住宅　20,000円

集合住宅　10,000円

戸建住宅　20,000円

集合住宅　10,000円
集合住宅　8,500円 集合住宅　12,000円

月額利用料金

TVサービス　1台目 10,833円 9,024円 9,833円 8,024円 9,333円 7,524円 8,548円

2,780円 2,780円

TVサービス(ワイワイDX)

ワイワイブルーレイの場合

2台目以降1台あたり

1,857円 1,857円 1,857円 1,857円 1,857円 1,857円 1,857円

TVサービス(BSデジタル)

2台目以降プラス3台まで

1台あたり

無料 無料 無料 無料

6,880円

TVサービス　Smart YCV

Box(ワイワイDX)

2台目以降1台あたり

1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円 1,980円

2,780円

TVサービス(ワイワイDX)

2台目以降1台あたり
500円 500円 500円 500円 500円 500円

TVサービス　Smart YCV Box

＜録画機能付き＞

2台目以降1台あたり

500円 500円

2,780円2,780円2,780円2,780円2,780円

TVサービス(ワイワイDX)

Hit Potの場合

2台目以降1台あたり

1,857円

TVサービス(ワイワイDX)

ブルーレイHit Potの場合

2台目以降1台あたり

1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円

その他特記事項

500円

電話サービス専用機器（EMTA）設置翌月から電話サービス開通

月までの電話サービス料金を除く月額利用料金
10,141円 8,323円 9,141円 7,323円 8,641円 6,823円 7,848円 6,180円

TVサービス(BSデジタル)

5台目以降1台あたり
500円 500円 500円 500円 500円 500円 500円

当社が認める集合住宅の条件を満

たす物件にお住まいの方のみお申

込みいただけます。

本サービスの提供を、弊社が認め

た物件にお住まいの方のみお申込

みいただけます。

withタブレットの利用料につい

て、当社が別に定める金額を請求

します。

withタブレットの利用料につい

て、当社が別に定める金額を請求

します。

withタブレットの利用料につい

て、当社が別に定める金額を請求

します。

withタブレットの利用料につい

て、当社が別に定める金額を請求

します。

1,200円

無料 無料

1,200円 1,200円 1,200円1,200円1,200円1,200円1,200円

無料 無料



 

 

 

 

 

 

第1種　定期契約（TVサービス、NETサービス、電話サービス）

定義

定期契約一覧表Ⅰ 対象サービス・利用料等 2016年7月1日現在

第1種　定期契約

料金 表示価格は、別の定めがない限り、税抜表記です。別途消費税分を請求します。

附則

(1)この第1種定期契約に定めなき費用については、加入者は当社が別途定める見積もり、または料金案内に従い、支払うものとします。

(2)当社は、加入者の承諾を得ることなく、この第1種定期契約の料金を改定することがあります。

(3)この第1種定期契約は、2016年7月1日より改定実施します。

①お得プラン

160

②お得プラン

12

対象サービス

TVサービス

定期契約とは、当社が別に定めるケーブルテレビサービス契約約款（以下「TV約款」といいます。）に規定する基本番組サービスのうち当社が別に指定する項目のサービス（以下本規定において「TVサービス」といいます。）、お

よび当社が別に定めるインターネット接続サービス契約約款「以下「NET約款」といいます。）に規定するインターネット接続サービスのうち当社が別に指定する項目のサービス（以下本規定において「NETサービス」といいま

す。）、および当社が別に定めるケーブルプラス電話利用規約（「以下「電話規約」といいます。）に規定するケーブルプラス電話サービス（以下本規定において「電話サービス」といいます。）の契約を締結している加入者から申

込があり、当社が承諾した場合、当社がTVサービス、NETサービス、電話サービスの提供を開始した日の属する歴月から起算して、別に規定する契約期間が経過することとなる歴月の末日（（以下本規定において「満了日」」といい

ます。）をもって満了となる契約のことをいいます。

定期契約の更新および解除

ア　当社は定期契約が満了した場合、満了日の翌日（以下「更新日」といいます。）に同内容にて定期契約を更新します。ただし、満了日の属する歴月および更新日の属する歴月内に、加入者より契約の定期契約の解除の申し出があ

る場合は、この限りではありません。

イ　当社は、次の場合に定期契約の解除を行います。

(1)加入者がTVサービス、NETサービス、電話サービスのうちいずれかまたは全部の解約を行う場合

(2)加入者が電話サービスの一時中断を行う場合

(3)加入者がNETサービスの一時休止を行う場合

(4)加入者がTVサービスの一時休止を行う場合

(5)当社が、TVサービス、NETサービス、電話サービスのうちいずれかまたは全部の解除を行う場合

(6)当社が、TVサービス、NETサービス、電話サービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行う場合

(7)加入者がNETサービスについて、項目の変更を行う場合

(8)加入者がTVサービスについて、項目の変更を行う場合

ウ　加入者は、定期契約の満了日の属する歴月および更新日の属する歴月以外の日に定期契約の解除を行う場合、定期契約に係る解除料の支払を要します。

エ　定期契約の適用を受ける加入者には、最低利用期間は適用しません。なお、定期契約で定める全てのサービスの利用が開始されなかった場合で、且つ利用期間が6ヶ月に満たなかった場合は、TV約款およびNET約款に定める最低

利用期間の解除料を適用します。

オ　加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合委は定期契約の解除料の支払は要しません。

(1)加入者が転居を行った場合で、転居先でも同内容の定期契約を契約した場合

(2)加入者の設置先住所の集合住宅が当社が別に定める対応物件となった場合

(3)加入者の設置先住所の集合住宅が当社が別に定める対応物件でなくなった場合

項目

(注1)

12Mコース

電話サービス ケーブルプラス電話 ケーブルプラス電話

ワイワイDX ワイワイDX

NETサービス 160Mコース

戸建住宅

集合住宅

戸建住宅

集合住宅

契約期間

番組表「YCV PRESS」毎月配布

YCV NET ホームWi-Fi標準装備

番組表「YCV PRESS」毎月配布

物件種別

その他

戸建住宅　9,000円

集合住宅　9,000円

月額利用料金

TVサービス　1台目 9,333円

戸建住宅　2年

集合住宅　1年

戸建住宅　2年

集合住宅　1年

定期契約に係る解除料
戸建住宅　9,000円

集合住宅　9,000円

－ －

TVサービス(ワイワイDX)

2台目以降1台あたり

TVサービス　Smart YCV Box

＜録画機能付き＞

2台目以降1台あたり

7,524円

TVサービス　Smart YCV

Box(ワイワイDX)

2台目以降1台あたり

－ －

3,837円

TVサービス(ワイワイDX)

ブルーレイHit Potの場合

2台目以降1台あたり

3,580円 3,580円

1,980円 1,980円

TVサービス(ワイワイDX)

ワイワイブルーレイの場合

2台目以降1台あたり

3,837円

500円 500円

TVサービス(BSデジタル)

5台目以降1台あたり
500円

3,180円 3,180円

TVサービス(BSデジタル)

2台目以降プラス3台まで

1台あたり

TVサービス(ワイワイDX)

Hit Potの場合

2台目以降1台あたり

当社が特に認めた場合を除き、新

たな申込みの受付および変更の承

諾は行いません。

当社が特に認めた場合を除き、新

たな申込みの受付および変更の承

諾は行いません。

その他特記事項

500円

電話サービス専用機器（EMTA）設置翌月から電話サービス開通

月までの電話サービス料金を除く月額利用料金
8,641円 6,823円



 

 

 

 

第2種　定期契約（TVサービス、NETサービス、電話サービスの内2サービスの組み合わせによる利用）

定義

定期契約一覧表Ⅰ 対象サービス・利用料等 2016年7月1日現在

料金 表示価格は、別の定めがない限り、税抜表記です。別途消費税分を請求します。

附則

(1)この第2種定期契約に定めなき費用については、加入者は当社が別途定める見積もり、または料金案内に従い、支払うものとします。

(2)当社は、加入者の承諾を得ることなく、この第1種定期契約の料金を改定することがあります。

(3)この第2種定期契約は、2016年7月1日より改定実施します。

ア　定期契約とは、当社が別に定めるケーブルテレビサービス契約約款（以下「TV約款」といいます。）に規定する基本番組サービスのうち当社が別に指

定する項目のサービス（以下本規定において「TVサービス」といいます。）、および当社が別に定めるインターネット接続サービス契約約款「以下「NET

約款」といいます。）に規定するインターネット接続サービスのうち当社が別に指定する項目のサービス（以下本規定において「NETサービス」といいま

す。）、および当社が別に定めるケーブルプラス電話利用規約（「以下「電話規約」といいます。）に規定するケーブルプラス電話サービス（以下本規定

において「電話サービス」といいます。）の契約を締結している加入者から申込があり、当社が承諾した場合、当社がTVサービス、NETサービス、電話

サービスの提供を開始した日の属する歴月から起算して、別に規定する契約期間が経過することとなる歴月の末日（（以下本規定において「満了日」」と

いいます。）をもって満了となる契約のことをいいます。

イ　定期契約は1の契約者回線に限り適用します。

定期契約の更新および解除

ア　当社は定期契約が満了した場合、満了日の翌日（以下「更新日」といいます。）に同内容にて定期契約を更新します。ただし、満了日の属する歴月お

よび更新日の属する歴月内に、加入者より契約の定期契約の解除の申し出がある場合は、この限りではありません。

イ　当社は、次の場合に定期契約の解除を行います。

(1)加入者がTVサービス、NETサービス、電話サービスのうちいずれかまたは全部の解約を行う場合

(2)加入者が電話サービスの一時中断を行う場合

(3)加入者がNETサービスの一時休止を行う場合

(4)加入者がTVサービスの一時休止を行う場合

(5)当社が、TVサービス、NETサービス、電話サービスのうちいずれかまたは全部の解除を行う場合

(6)当社が、TVサービス、NETサービス、電話サービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行う場合

(7)加入者がNETサービスについて、項目の変更を行う場合

(8)加入者がTVサービスについて、項目の変更を行う場合

ウ　加入者は、定期契約の満了日の属する歴月および更新日の属する歴月以外の日に定期契約の解除を行う場合、定期契約に係る解除料の支払を要しま

す。

エ　定期契約の適用を受ける加入者には、最低利用期間は適用しません。なお、定期契約で定める全てのサービスの利用が開始されなかった場合で、且つ

利用期間が6ヶ月に満たなかった場合は、TV約款およびNET約款に定める最低利用期間の解除料を適用します。

オ　加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合委は定期契約の解除料の支払は要しません。

(1)加入者が転居を行った場合で、転居先でも同内容の定期契約を契約した場合

(2)加入者の設置先住所の集合住宅が当社が別に定める対応物件となった場合

(3)加入者の設置先住所の集合住宅が当社が別に定める対応物件でなくなった場合

項目

(注1)

①NETパック160 ②アパート・マンショ

ン通信パック160

③アパート・マンショ

ン通信パック40

④Y-Room通信パック

160

⑤スマートお得プラン

ミニ

第2種　定期契約

対象サービス

TVサービス － － －

電話サービス ケーブルプラス電話 ケーブルプラス電話 ケーブルプラス電話

Smart YCV Box

(ワイワイDX)

NETサービス 160Mコース 160Mコース 40Mコース 160Mコース -

－

ケーブルプラス電話 ケーブルプラス電話

その他 － － － －
番組表「YCV

PRESS」毎月配布

戸建住宅

集合住宅

契約期間 戸建住宅　2年 集合住宅　1年 集合住宅　1年 集合住宅　1年
戸建住宅　2年

集合住宅　1年

物件種別 戸建住宅 集合住宅 集合住宅 集合住宅

5,280円

定期契約に係る解除料 戸建住宅　9,000円 集合住宅　9,000円 集合住宅　9,000円 集合住宅　9,000円
戸建住宅　8,500円

集合住宅　3,500円

月額利用料金 5,695円 5,200円 4,500円 3,840円

その他特記事項 － － －

当社がNETサービスの

一括導入契約を締結

し、認めた物件のみ契

約可能とします。

－

電話サービス専用機器（EMTA）設置翌月から電話サービス

開通月までの電話サービス料金を除く月額利用料金
4,695円 4,200円 3,500円 2,840円 4,580円



 

 

 

 

 

 

 

第3種　定期契約（TVサービス）

定義

定期契約一覧表Ⅰ 対象サービス・利用料等 2016年7月1日現在

料金 表示価格は、別の定めがない限り、税抜表記です。別途消費税分を請求します。

附則

(1)この第3種定期契約に定めなき費用については、加入者は当社が別途定める見積もり、または料金案内に従い、支払うものとします。

(2)当社は、加入者の承諾を得ることなく、この第1種定期契約の料金を改定することがあります。

(3)この第2種定期契約は、2016年7月1日より改定実施します。

ア　定期契約とは、当社が別に定めるケーブルテレビサービス契約約款（以下「TV約款」といいます。）に規定する基本番組サービスのうち当社が別に指定

する項目のサービス（以下本規定において「TVサービス」といいます。）の契約を締結している加入者から申込があり、当社が承諾した場合、当社がTVサー

ビスの提供を開始した日の属する歴月から起算して、別に規定する契約期間が経過することとなる歴月の末日（（以下本規定において「満了日」」といいま

す。）をもって満了となる契約のことをいいます。

イ　定期契約は1の契約者回線に限り適用します。

定期契約の更新および解除

ア　当社は定期契約が満了した場合、満了日の翌日（以下「更新日」といいます。）に同内容にて定期契約を更新します。ただし、満了日の属する歴月および

更新日の属する歴月内に、加入者より契約の定期契約の解除の申し出がある場合は、この限りではありません。

イ　当社は、次の場合に定期契約の解除を行います。

(1)加入者がTVサービスの解約を行う場合

(2)加入者がTVサービスの一時休止を行う場合

(3)当社が、TVサービスの解除を行う場合

(4)当社が、TVサービスの利用の停止を行う場合

(5)加入者がTVサービスについて、項目の変更を行う場合

ウ　加入者は、定期契約の満了日の属する歴月および更新日の属する歴月以外の日に定期契約の解除を行う場合、定期契約に係る解除料の支払を要します。

エ　定期契約の適用を受ける加入者には、最低利用期間は適用しません。なお、定期契約で定めるサービスの利用が開始されなかった場合で、且つ利用期間が

6ヶ月に満たなかった場合は、TV約款に定める最低利用期間の解除料を適用します。

オ　加入者は、ウの規定にかかわらず、次の場合委は定期契約の解除料の支払は要しません。

(1)加入者が転居を行った場合で、転居先でも同内容の定期契約を契約した場合

項目

(注1)

対象サービス

TVサービス
Smart YCV Box

(ワイワイDX)
ワイワイDX

NETサービス

その他
番組表「YCV PRESS」

毎月配布

番組表「YCV PRESS」

毎月配布

電話サービス －

第3種　定期契約

ワイワイLite

契約期間
戸建住宅　2年

集合住宅　1年

戸建住宅　2年

集合住宅　1年

戸建住宅　2年

集合住宅　1年

戸建住宅

集合住宅
物件種別

戸建住宅

集合住宅

月額利用料金 5,280円 4,980円

定期契約に係る解除料
戸建住宅　2,000円

集合住宅　1,000円

その他特記事項 Y-Room物件は対象外 Y-Room物件は対象外

電話サービス専用機器（EMTA）設置翌月から電話サービス

開通月までの電話サービス料金を除く月額利用料金
－

戸建住宅　2,000円

集合住宅　1,000円

4,180円

－

Y-Room物件は対象外

①番組ガイド誌無料パック

－

戸建住宅　2,000円

集合住宅　1,000円

戸建住宅

集合住宅

－

－

番組表「YCV PRESS」

毎月配布

－

－ －


