
 

各種料金表 

 

第 1 条 (各種料金表の適用) 

横浜ケーブルビジョン株式会社（以下「当社」といいます。）は、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 J:COM PHONE プラスサービス加入契約約款（「以

下「電話約款」といいます。）に規定する J:COM PHONE プラスサービス（以下本規定において「電話サービス」と

いいます。）、および当社が別に定める YCV HOME 加入契約約款（「以下「YCV HOME 約款」といいます。）に規定

する YCV HOME サービス（以下本規定において「YCV HOME サービス」といいます。）、および当社が別に定める

YCV テレビ・プッシュ加入契約約款（「以下「テレビ・プッシュ約款」といいます。）に規定するテレビ・プッシュサ

ービス（以下本規定において「テレビ・プッシュサービス」といいます。）の料金に関する事項について、この各種料

金表を定めます。 

 

第 2条 (各種料金表の変更等) 

当社は、この各種料金表を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の各種料 

金表によります。 

２ 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

３ 各種料金表変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該

変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、

ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または

周知することがあります。 

 

第 3 条 (定める以外の費用の扱い) 

加入工事費及びサービス追加工事費、オプション工事費、その他工事費は、それぞれ定める内容や工事範囲を超え

て、工事を行った場合、その工事内容に要した費用を別途支払うものをします。 

 

第 4 条 (既加入者の適用) 

サービス追加工事費、コース変更手数料、オプション工事費、その他工事費、解約撤去工事費、その他費用は、既

に当社の TV サービス、NET サービス、電話サービスに加入している方も対象とします。 

 

第 5 条 (解約) 

加入者は、解約を希望する場合、当社が定める解約撤去工事費及び別に定める解除料を支払うものとします。 

 

第 6 条 (各種料金表の臨時減免) 

当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、約款等の規定にかかわらず、臨時に各種料金を減免する

ことがあります。当社は各種料金の減免を行ったときは、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社が定める

方法によりその内容を通知します。 

 

 



第 7 条 (定めなき事項) 

当社は、この各種料金表に定めなき事項が生じた場合、当社および加入者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって

協議の上解決にあたるものとし、加入者は当社が別に定める見積もり又は料金案内に従い、支払うものとします。 

 

各種料金表Ⅰ（TV サービス、NET サービス、電話サービスの加入に関する費用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

一戸建て

一括：43,200円（税込47,520円）

分割24回：1,800円(税込1,980円）/月

37,500円（税込41,250円）

※NETサービスが光 10G/5G/1G コース on

au ひかりの場合

一括：43,200円（税込47,520円）

分割24回：1,800円(税込1,980円）/月

37,500円（税込41,250円）

※NETサービスが光 10G/5G/1G コース on

au ひかりの場合

一括：43,200円（税込47,520円）

分割24回：1,800円(税込1,980円）/月

37,500円（税込41,250円）

※NETサービスが光 10G/5G/1G コース on

au ひかりの場合

一括：43,200円（税込47,520円）

分割24回：1,800円(税込1,980円）/月

37,500円（税込41,250円）

※NETサービスが光 10G/5G/1G コース on

au ひかりの場合

一括：43,200円（税込47,520円）

分割24回：1,800円(税込1,980円）/月

37,500円（税込41,250円）

※NETサービスが光 10G/5G/1G コース on

au ひかりの場合

一括：43,200円（税込47,520円）

分割24回：1,800円(税込1,980円）/月

一括：43,200円（税込47,520円）

分割24回：1,800円(税込1,980円）/月

一括：43,200円（税込47,520円）

分割24回：1,800円(税込1,980円）/月

37,500円（税込41,250円）

※NETサービスが光 10G/5G/1G コース on

au ひかりの場合

集合住宅
一括：16,800円（税込18,480円）

分割24回：700円(税込770円）/月

一括：16,800円（税込18,480円）

分割24回：700円(税込770円）/月

一括：16,800円（税込18,480円）

分割24回：700円(税込770円）/月

一括：16,800円（税込18,480円）

分割24回：700円(税込770円）/月

一括：16,800円（税込18,480円）

分割24回：700円(税込770円）/月

一括：16,800円（税込18,480円）

分割24回：700円(税込770円）/月

一括：16,800円（税込18,480円）

分割24回：700円(税込770円）/月

一括：16,800円（税込18,480円）

分割24回：700円(税込770円）/月

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

一戸建て
一括：43,200円（税込47,520円）

分割24回：1,800円(税込1,980円）/月
一括：43,200円（税込47,520円）

一括：43,200円（税込47,520円）

分割24回：1,800円(税込1,980円）/月

37,500円（税込41,250円）

※NETサービスが光 10G/5G/1G コース on

au ひかりの場合

一括：43,200円（税込47,520円）

分割24回：1,800円(税込1,980円）/月

集合住宅
一括：16,800円（税込18,480円）

分割24回：700円(税込770円）/月
一括：16,800円（税込18,480円）

一括：16,800円（税込18,480円）

分割24回：700円(税込770円）/月

一括：16,800円（税込18,480円）

分割24回：700円(税込770円）/月

(注1)　既に当社と加入契約を締結している加入者が、加入契約を希望するサービスを追加した場合を指します。

TVサービス

NETサービス

電話サービス

加入契約料

TVサービス、NETサービス、電話サービスの内、1サービスの

サービス追加工事費

TVサービス、NETサービス、電話サービスの内、2サービスの

サービス追加工事費

その他特記事項

TVサービス

NETサービス

サービス追加工事費

（注1）

加入契約料

その他特記事項

ワイワイDXプラス/ワイワイDX/ワイワイLite

について、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。

BSデジタルコースについて、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。

0円 0円 0円 0円

加入工事費

－
光 10G/5G/1G コース on au ひかり

/1G/320Mのサービス
－

－ － －
J:COM PHONEプラス

（住宅用）

加入契約を希望するサービス

対象サービス

Smart YCV Box（ワイワイDXプラス/ワイワ

イDX/セレクト）/ワイワイFlex/ワイワイDX

プラス/ワイワイDX/ワイワイLiteのサービス

Smart YCV Box（BSデジタルコース)/BSデ

ジタルコース
－ －

－

電話サービス

－

第3種定期契約はサービス追加はありませ

ん。

ワイワイDXプラス/ワイワイDX/ワイワイ

Liteについて、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。

BSデジタルコースについて、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。

ワイワイDXプラス/ワイワイDX/ワイワイ

Liteについて、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。

BSデジタルコースについて、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。

ワイワイDXプラス/ワイワイDX/ワイワイ

Liteについて、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。

BSデジタルコースについて、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。 －

5,000円（税込5,500円）

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

5,000円（税込5,500円） 5,000円（税込5,500円） 5,000円（税込5,500円） 5,000円（税込5,500円） 5,000円（税込5,500円） 5,000円（税込5,500円） 5,000円（税込5,500円）

J:COM PHONEプラス

（住宅用）

J:COM PHONEプラス

（住宅用）

0円 0円 0円

加入工事費

0円 0円 0円 0円 0円

加入契約を希望するサービス

対象サービス

定期契約

希望する定期契約の

対象サービスに拠ります

Smart YCV Box（ワイワイDXプラス/ワイワ

イDX/セレクト）/ワイワイFlex/ワイワイDX

プラス/ワイワイDX/ワイワイLiteのサービス

Smart YCV Box（BSデジタルコース)/BSデ

ジタルコース/地デジパックのサービス

Smart YCV Box（ワイワイDXプラス/ワイワ

イDX/セレクト）/ワイワイFlex/ワイワイDX

プラス/ワイワイDX/ワイワイLiteのサービス

Smart YCV Box（BSデジタルコース)/BSデ

ジタルコース/地デジパックのサービス

Smart YCV Box（ワイワイDXプラス/ワイワ

イDX/セレクト）/ワイワイFlex/ワイワイDX

プラス/ワイワイDX/ワイワイLiteのサービス

Smart YCV Box（BSデジタルコース)/BSデ

ジタルコース/地デジパックのサービス
－

光 10G/5G/1G コース on au ひかり

/1G/320Mのサービス

光 10G/5G/1G コース on au ひかり

/1G/320Mのサービス

光 10G/5G/1G コース on au ひかり

/1G/320Mのサービス

光 10G/5G/1G コース on au ひかり

/1G/320Mのサービス
－ －

光 10G/5G/1G コース on au ひかり

/1G/320Mのサービス

J:COM PHONEプラス

（住宅用）

J:COM PHONEプラス

（住宅用）
－ －

J:COM PHONEプラス

（住宅用）



各種料金表Ⅱ（手続きに関する料金ほか） 

 

 

 

 

金額

住所移転工事費

既にTVサービス、NETサービス、電話サービスのいずれかにご加入のお客さまが、

住所移転等により、新たな引込工事を行い、次のサービスに再加入する場合

対象サービス

(1)TVサービス（Smart YCV Box）にご加入の場合

(2)TVサービス（Smart YCV Box）と合わせて、NETサービスにご加入の場合

(3)TVサービス（Smart YCV Box）と合わせて、電話サービスにご加入の場合

0円

既にTVサービス、NETサービス、電話サービスのいずれかにご加入のお客さまが、

住所移転等により、新たな引込工事を行い、次のサービスに再加入する場合

対象サービス

(1)TVサービス（Smart YCV Box（BSデジタルコース））にご加入の場合

(2)NETサービスにご加入の場合

(3)電話サービスにご加入の場合

3,000円

(税込3,300円)

一時停止

及び

再開に

要する

費用

一時停止費用

お客さまの都合により、約款等

に定める一時停止を行った場合

の停止期間中の費用

4K YCV Box <録画機能付き>/Smart YCV Box <録画機能付き>（ワイワイDXプラス/ワイワイDX/セレクト/BSデジタルコース）
2,000円

(税込2,200円)

J:COM LINK/4K YCV Box/Smart YCV Box（ワイワイDXプラス/ワイワイDX/セレクト/BSデジタルコース）
1,000円

(税込1,100円)

ワイワイDXプラス/ワイワイDX/ワイワイLite/BSデジタルコース
1,000円

(税込1,100円)

ワイワイブルーレイ
2,500円

(税込2,750円)

J:COM PHONE プラス
1,000円

(税込1,100円)

再接続工事費

既にTVサービス、NETサービス、電話サービスのいずれかにご加入のお客さまが、

建て替え等により、新たな引込工事を行い、次のサービスに再加入する場合

対象サービス

(1)TVサービス（Smart YCV Box）にご加入の場合

(2)TVサービス（Smart YCV Box）と合わせて、NETサービスにご加入の場合

(3)TVサービス（Smart YCV Box）と合わせて、電話サービスにご加入の場合

0円

既にTVサービス、NETサービス、電話サービスのいずれかにご加入のお客さまが、

建て替え等により、新たな引込工事を行い、次のサービスに再加入する場合

対象サービス

(1)TVサービス（Smart YCV Box（BSデジタルコース））にご加入の場合

(2)NETサービスにご加入の場合

(3)電話サービスにご加入の場合

3,000円

(税込3,300円)

ブルーレイHit Pot
1,600円

(税込1,760円)

Hit Pot
1,200円

(税込1,320円)

NETサービス
1,500円

(税込1,650円)

IPボックス テレビ・プッシュサービスの関連端末を設置する工事（1台につき）
6,000円

(税込6,600円)

J:COMメッシュWi-Fi J:COMメッシュWi-Fiサービスの関連端末を設置する工事
3,000円

(税込3,300円)

スマートロック YCV HOMEサービスの関連端末を設置する工事（1台につき）
40,000円

(税込44,000円)

IPカメラ YCV HOMEサービスの関連端末を設置する工事（1台につき）
10,000円

(税込11,000円)

ホームゲートウェイ

（2台目以降）
YCV HOMEサービスのホームゲートウェイの2台目以降設置する工事（1世帯あたり）

5,000円

(税込5,500円)

スマートコントローラー YCV HOMEサービスの関連端末を設置する工事（1セットにつき）
10,000円

(税込11,000円)

外付HDD取付費用 外付けHDDを提供するにあたりかかる取付費用
3,000円

(税込3,300円)

ホームゲートウェイ YCV HOMEサービスのホームゲートウェイを設置する工事（1世帯あたり）
6,000円

(税込6,600円)

DAZN

設定費用
DAZNを視聴するために端末1台分を設定する作業

3,000円

(税込3,300円)

Netflix

設定費用
Netflixを視聴するために端末1台分を設定する作業

3,000円

(税込3,300円)

貸出機器の操作や

録画方法などの訪問説明
当社が貸与している機器の操作や録画方法などの説明を訪問にて行う。(1回につき）

2,000円

(税込2,200円)～

テレビ等の買い替えによる

貸出機器の再接続工事
当社が貸与している機器を訪問にて接続する工事(1台につき）

3,000円

(税込3,300円)～

引込線のルート変更

引込線の撤去新設工事
（既に当社サービスに加入している場合）引込線のルート変更、引込線の撤去新設工事(1本につき)

10,000円

(税込11,000円)

ユニット交換工事費 宅内壁面にあるTVユニットの交換工事（1ヵ所につき）
3,000円

(税込3,300円)

サービス移設工事費
当社のTVサービス（地デジコース/地デジパックを除く）、NETサービス、電話サービスの機器を移設する工事(1台につき)

（当社の専用線を１ヵ所露出配線する工事の場合は、YCV専用線配線工事の扱いとします。）

5,000円

(税込5,500円)

（当社の責に帰するものの場合）TVサービス、NETサービス、電話サービスにて貸与している機器（STB、ケーブルモデム、EMTA等）の交換を行う工事 0円

YCV NET 光10G /5G/1Gコース

on auひかり提供に係る工事費

・YCVサービス新規加入の場合の光10G/5G/1Gコース on auひかりの引込工事および機器を設置する工事（複数台同時の場合も同様とします。）

・既にいずれかのYCVサービスに加入しており、サービスを追加する場合の光10G/5G/1Gコース on auひかりの引込工事および機器を設置する工事（複数台同時の場合も同様とします。）

37,500円

(税込41,250円)

YCV専用線配線工事 テレビ視聴やその他サービス利用のために、当社の専用線を１ヵ所露出配線する工事（TVサービス、NETサービス、電話サービスが対象）
10,000円

(税込11,000円)

オプション工事費

その他工事費

ブースター代

（取付工事費込）
当社のサービスを提供するにあたり、宅内の電波受信レベルが基準値に達していない場合、受診レベルの増幅のために、ブースターを取り付ける工事

6,500円

(税込7,150円)

TVサービス

NETサービス　機器増設工事費

電話サービス

2台（回線）目以降の追加

1)TVサービスの機器1台追加　2)NETサービスの1台追加　3)電話サービスの1台追加（YCV専用線配線工事の場合も同様とします。）

3,000円

(税込3,300円)

TVサービス

NETサービス　機器交換工事費

電話サービス

（当社の責に帰するものでない場合）TVサービス、NETサービス、電話サービスにて貸与している機器（STB、ケーブルモデム、EMTA等）の交換を行う工事(1台につき）
3,000円

(税込3,300円)

分配器/分岐器/分波器

取付交換工事費
分配器/分岐器/分波器の取付交換工事（1ヵ所につき）

3,000円

(税込3,300円)

FMラジオ接続工事費 FM放送が聴取できる機器へ接続する工事（1ヵ所につき）
3,000円

(税込3,300円)

NETサービス　機器の変更
NETサービスにおける貸与している機器（ケーブルモデム）1台を交換する工事（NETサービスのコース変更が伴う場合、別途費用がかかります。）

YCV NET ホームWi-Fi機能なしの機器からYCV NET ホームWi-Fi機能付きの機器への交換　/　YCV NET ホームWi-Fi機能付きの機器からYCV NET ホームWi-Fi機能なし機器への交換

3,000円

(税込3,300円)

コース変更手数料

TVサービス　コース変更 TVサービス内におけるコース変更に伴い、貸与している機器いずれか1台の電波送信内容のシステムを変更する工事（複数台同時の場合も同様とします。）
3,000円

(税込3,300円)

TVサービス　機器の変更 TVサービスにおける貸与している機器を1台交換する工事（TVサービスのコース変更が伴う場合、別途費用がかかります。）
3,000円

(税込3,300円)

NETサービス　コース変更 NETサービス内におけるコース変更に伴い、貸与している機器（ケーブルモデム）1台の電波送信内容のシステムを変更する工事（複数台同時の場合も同様とします。）
3,000円

(税込3,300円)

項目 内容

契約事務手数料
TVサービス、NETサービス、電話サービス、YCV HOMEサービス、テレビ・プッシュサービスの新規加入およびサービス追加加入時に発生する料金

※加入工事費およびサービス追加工事費は、別途かかります。

3,000円

(税込3,300円)

YCV NET 光10G/5G/1Gコー

ス on auひかりへの変更
NETサービス内におけるコース変更に伴い、 光10G/5G/1Gコース on auひかりの引込工事および機器を設置する工事（複数台同時の場合も同様とします。）

37,500円

(税込41,250円)



 

 

 

 

※1 お客さまご自身にて撤去を行い、弊社WEBサイト（URL）に記載する返送先にお客さまにて機器等をご返送いただける場合は、撤去費・機器配送手数料はかかりません。
※2 本費用は消費税10％を含みます。

ケーブルモデム

高機能Wi-Fiモデル
当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 10,000円

撤去工事費

ケーブルモデム

D3.1 1G対応モデル
当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 10,000円

J:COMメッシュWi-Fi 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 11,000円

IPカメラ 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 10,000円

IPボックス 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 10,000円

スマートコントローラー 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1セットにつき） 5,000円

スマートスピーカー 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 7,000円

タブレット（　SONY　） 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 0円

ホームゲートウェイ 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 10,000円

EMTA 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 2,000円

タブレット（　LG　） 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 0円

端末接続装置

光10G/5Gコース on au ひかり用のもの（HGW） 19,000円

光10G/5Gコース on au ひかり用のもの（D-ONU） 17,000円

端末接続装置

光1Gコース on au ひかり用のもの（HGW） 19,000円

光1Gコース on au ひかり用のもの（D-ONU） 6,000円

ケーブルモデム 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 1,000円

ケーブルモデム

無線LAN内蔵
当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 2,500円

Hit Pot 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 3,000円

STB 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 3,000円

当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 10,000円

17,000円

4K YCV Box

＜録画機能付き＞
当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 22,000円

Smart YCV Box 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 6,000円

1,000円

(税込1,100円)

損害金

（消費税はかかりません）

J:COM LINK 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 20,000円

録画用ハードディスク

（J:COM LINK専用）
当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 6,000円

4K YCV Box 当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき）

YCV HOMEサービスに係る

料金

機器レンタル料

スマートコントローラー（家電コントローラー１台とスマートスピーカー１台のセット）（1セットにつき）
700円

(税込770円)

スマートロック（1台につき）
700円

(税込770円)

IPカメラ（1台につき）
700円

(税込770円)

カード発行手数料 非接触型ＩＣメディア（カードキー）（1枚につき）

Smart YCV Box

＜録画機能付き＞
当社から貸し出す機器を、故意または過失により紛失・故障・破損した際に損害金として加入者が当社に支払う費用（1台につき） 6,000円

ワイワイブルーレイ

ブルーレイHit Pot

各種調査費用 加入者の求めに応じて、加入者宅内の設備状況について調査する場合（1回につき）
2,000円

(税込2,200円)

名義変更手数料 約款に定める名義の変更を行った場合、加入者が当社に支払う費用（加入契約1単位あたり）
1,500円

(税込1,650円)

インターネット接続

サービス事務手数料
登録通知書の再発行および、各種サービス、付加機能の解除等の申し出があったとき(1回につき)

300円

(税込330円)

600円

(税込660円)

D端子ケーブル(3m) D端子ケーブルの販売（1本につき）
1,500円

(税込1,650円)

D端子ケーブル(1.5m) D端子ケーブルの販売（1本につき）
1,000円

(税込1,100円)

YCV料金明細書 加入者の求めに応じて、料金明細を月々発行する費用(1ヵ月に1回発行)
100円

(税込110円)

その他費用

B-CASカード再発行費用 解約後返却いただけない場合、もしくは故意または過失により紛失・故障・破損し、新たに再発行する手数料(1枚につき) 2,160円※2

C-CASカード再発行費用 解約後返却いただけない場合、もしくは故意または過失により紛失・故障・破損し、新たに再発行する手数料(1枚につき)
1,905円

(税込2,095円)

IPボックス テレビ・プッシュサービスの関連端末を撤去する工事（1台につき）※2022年6月末までにご加入の方
2,000円

(税込2,200円)

各種リモコン
J:COM LINK、4K YCV BoxまたはSmart YCV Box、4K YCV Box＜録画機能付き＞またはSmart YCV Box＜録画機能付き＞、ワイワイブルーレイ、ブルーレイHit Pot、Hit Pot、STBの各種リモコンを故意または過失によ

り紛失、故障、破損し、新たに販売した場合(1個につき)

1,300円

(税込1,430円)

HDMI端子ケーブル HDMI端子ケーブルの販売（1本につき）
2,000円

(税込2,200円)

J:COMメッシュWi-Fi J:COMメッシュWi-Fiサービスの関連端末を撤去する工事※2022年6月末までにご加入の方
2,000円

(税込2,200円)

LANケーブル(3m) LANケーブルの販売（1本につき）
500円

(税込550円)

取扱説明書 J:COM LINK、4K YCV BoxまたはSmart YCV Box、4K YCV Box＜録画機能付き＞またはSmart YCV Box＜録画機能付き＞、ワイワイブルーレイ、ブルーレイHit Pot、Hit Pot、STBの各種取扱説明書（1部あたり）

スマートロック YCV HOMEサービスの関連端末を撤去する工事（1台につき） 別途見積もるものとします。

YCV専用線配線

撤去工事費
解約等により、当社が過去に施工した配線の撤去を行う工事

5,000円

(税込5,500円)

VHF又はUHFアンテナ

撤去工事費
VHF又はUHFアンテナを当社加入に伴い、1本撤去する工事

10,000円

(税込11,000円)

パラボラアンテナ

撤去工事費
パラボラアンテナを当社加入に伴い、1本撤去する工事

5,000円

(税込5,500円)

部分解約撤去工事費

（集合住宅　直接配線方式）※1
部分解約（当社が貸与している機器1台、1回線のみ撤去を含む）

4,500円

(税込4,950円)

全解約撤去工事費

（集合住宅　直接配線方式）※1
全解約（引込線撤去あり）　※工事方法により異なる場合があります。

4,500円

(税込4,950円)

3,000円

(税込3,300円)

部分解約撤去工事費

(当社指定の機器のみ）※1

部分解約（当社が貸与している機器1台、1回線のみ撤去を含む）

【お客さまご自身により撤去作業を行う場合】　※当社コールセンターへご連絡頂き、宅配便にてご返却の場合

全解約（引込線撤去あり）　※工事方法により異なる場合があります。
9,800円

(税込10,780円)

部分解約撤去工事費

（集合住宅）※1
部分解約（当社が貸与している機器1台、1回線のみ撤去を含む）

4,500円

(税込4,950円)

全解約撤去工事費

（集合住宅）※1
全解約（引込線撤去なし）

4,500円

(税込4,950円)

部分解約撤去工事費

（一戸建）※1
部分解約（当社が貸与している機器1台、1回線のみ撤去を含む）

4,500円

(税込4,950円)

全解約撤去工事費

（一戸建）※1



附則 

（実施期日） 

この各種料金表は、2021 年 11 月 25 日より改定実施します。 

（実施期日） 

この各種料金表は、2022 年 7 月 1 日より改定実施します。 

（実施期日） 

この各種料金表は、2022 年 10 月 1 日より改定実施します。 


