【auスマートバリュー対象固定通信サービス（ケーブルテレビ事業者）】
事業者
対象TVコース名
・TVチューナーが設置されていれば対象。
J:COM
※TVチューナー未設置のパススルーは除外

対象NETコース名

2019年9月1日現在
対象TELコース名

・NET契約設置が対象。※速度問わず

・TEL契約設置対象。

旭川ケーブルテレビ

-

【旭川市内、当麻町】
・光ハイブリッド120M
【愛別町、東川町】
・光100Mコース

ケーブルプラス電話

帯広シティーケーブル

ひかりテレビ
ひかりテレビバリュー

・ひかりネットミディアム（25Ｍ）
・ひかりネットプレミア（100M）
・ひかりネットハイパー（250Ｍ）

ケーブルプラス電話

ニューデジタルケーブル
（苫小牧ケーブルテレビ）

・ライトコース
・ライトコース（フラットプラン）
・ベーシック・プラスコース
≪新規受付停止≫
・ベーシックコース
・ベーシックコース（フラットプラン）

・とまこまい光スーパープラン（100M）
・とまこまい光アドバンスプラン（1G）
・とまこまい光マンションＡプラン
・ケーブルプラス光 × 苫小牧

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話

ニューメディア（函館センター）

・Ｓ＋
・NCVかいてき光

・標準5Mコース
・5Mコース
・10Mコース
・15Mコース
・光インターネット1G
・20Mコース
・NCVヒカリ１Ｇコース
・NCVかいてき光

ケーブルプラス電話

八戸テレビ放送

-

スタンダード（3M）
ヘビー（15M）
ＮＥＴ 50Ｍコース

ケーブルプラス電話

ニューデジタルケーブル
（花巻ケーブルテレビ）

ライトコース
ベーシック・プラスコース

花巻CATV38MプランbyTikiTiki
ケーブルプラス光 × 花巻

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話

ニューデジタルケーブル
（大崎ケーブルテレビ）

ライトコース
ライトコース（フラットプラン）
ベーシック・プラスコース

おおさき光 スーパープラン（100M）
おおさき光 マンションＡプラン
ケーブルプラス光 × 大崎

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話

一関ケーブルネットワーク

-

エースコース 30M
メジャーコース 100M

ケーブルプラス電話

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

仙台CATV

エコノミー
エンジョイ
エンジョイデラックス ※SD画質ＳＴＢ除く
光エンジョイ
光エンジョイデラックス

コンボ10（10M）
35Mｂｐｓコース（新規受付終了）
50Mコース
160Mコース
光1ギガ
光300メガ

ケーブルプラス電話

宮城ケーブルテレビ

-

10Mｂｐｓ
30Mｂｐｓ

ケーブルプラス電話

秋田ケーブルテレビ

-

・パーソナル25M
・ハイパープレミア300M
・スマートテレビ（マックスHD） （50M）
・スマートテレビ（スタンダードHD） （50M）
・ひかり100M
・ひかり1G
・スマートテレビ（ひかりスタンダード）（50M）
・スマートテレビ（ひかりマックス）（50M）
・スマートテレビ（ひかりミニ）（50M）

ケーブルプラス電話

大館ケーブルテレビ

ライトコース
ライトコース（フラットプラン）
ベーシック・プラスコース

おおだて光 スーパープラン（100M）
おおだて光 マンションＡプラン
ケーブルプラス光 × 大館

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話

ニューメディア（米沢センター）

ＮＣＶスマートテレビマンションタイプ
ＮＣＶスマートテレビトリプル
NCVかいてき光

NCVヒカリ ギガ（１Gｂｐｓ）
NCVスマートテレビ（20Mbps）
NCVヒカリ１Ｇコース（１Gｂｐｓ）
NCVかいてき光（１Gｂｐｓ）

ケーブルプラス電話

ニューメディア（福島）

NCVかいてき光

NCVヒカリスマート
NCVヒカリ１Ｇコース（１Gｂｐｓ）
NCVかいてき光（１Gｂｐｓ）

ケーブルプラス電話

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

・エンジョイコース
・ドリームコース
・エンジョイコース(GT)
・ドリームコース(GT)

・ひかりネット5（5M）
・ひかりネット8（8M）
・ひかりネット30(30M)
・ひかりネット300(300M)
・ひかりネットギガ(1G)
・ひかりネット3ギガ（3G）※一部エリアのみ
・ひかりネットマンションタイプ(100M)
・ケーブルプラスSTB エンジョイ
・ケーブルプラスSTB ドリーム
・ＣＣ９スマートテレビ エンジョイ(1G)※新規受付終了
・ＣＣ９スマートテレビ ドリーム(1G)※新規受付終了
・ＣＣ９スマートテレビwithタブレット エンジョイ(1G) ※新規受付終了
・ＣＣ９スマートテレビwithタブレット ドリーム(1G) ※新規受付終了
・ＣＣ９スマートテレビwithタブレット マンションタイプ(100M) ※新規受付終了
・NET同軸8M(8M)
・NET同軸30M(30M)

ケーブルプラス電話

研究学園都市コミュニティケーブル
サービス
（略称：ACCS）

・プレミアサービス

・100Mコース（エクスプレス）
・30Mコース（スタンダード）
・スマートワン（100M）
・ひかり５０（５０M）
・ひかり１Ｇ（１Ｇ）

ケーブルプラス電話

JWAY

・スマートテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ
・ケーブルテレビ
・ケーブルテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ

・ケーブルインターネット３０（30Ｍ）
・インターネット光HB６０（60M）
・ケーブルインターネット１６０（160M）
・インターネット光HB１６０（160M）
・スマートテレビインターネット（15M以上）
・スマートテレビインターネット光HB（25M以上）
・スマートテレビＰＬＵＳ Ｓ (30M)
・スマートテレビＰＬＵＳ Ｈ (160M)
・スマートテレビＰＬＵＳ Ｓ（ＤＸ） (30M)
・スマートテレビＰＬＵＳ Ｈ（ＤＸ） (160M)

ケーブルプラス電話

ケーブルテレビ
（栃木ケーブル、館林ケーブル、結城
ケーブル、筑西ケーブルテレビ）

Ｎ
Ｎ（ＤＸ）
S
H
S（ＤＸ）
H（ＤＸ）
ベーシック
デラックス
Ｎ光HB
ＮＤＸ光HB
S光HB
H光HB
SＤＸ光HB
HＤＸ光HB

事業者

JWAY

宇都宮ケーブルテレビ

鹿沼ケーブルテレビ

対象TVコース名

・スマートテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ
・スマートテレビ
・ケーブルテレビ
・ケーブルテレビ

Ｎ光
ＮＤＸ光
S光
H光
SＤＸ光
HＤＸ光
ベーシック
デラックス

対象NETコース名

対象TELコース名

・インターネット光３００（３００Ｍ）
・インターネット光２Ｇ（２Ｇ）
・スマートテレビインターネット（１００M以上）

ケーブルプラス電話

-

【HFC】
・ＣＡＴＶネット30M（新規受付停止）
・ＣＡＴＶネット120M
・ＣＡＴＶネットマンションタイプ100M
【FTTH】
・ＣＡＴＶひかりネット30M（新規受付停止）
・ＣＡＴＶひかりネット120M（新規受付停止）
・ＣＡＴＶひかりネット１Ｇ

ケーブルプラス電話

-

【HFC】
・30Mコース
・160Mコース
・BC9スマートテレビ30Mコース
・BC9スマートテレビ160Mコース
・BC9スマートテレビwithタブレット30Mコース
・BC9スマートテレビwithタブレット160Mコース
【FTTH】
・30Mコース
・300Mコース
・1Gコース
・マンションタイプ30Ｍ
・マンションタイプ300Ｍ
・マンションタイプ1Ｇ
・BC9スマートテレビ30Mコース
・BC9スマートテレビ300Mコース
・BC9スマートテレビ1Gコース
・BC9スマートテレビwithタブレット30Mコース
・BC9スマートテレビwithタブレット300Mコース
・BC9スマートテレビwithタブレット1Gコース

ケーブルプラス電話

事業者

佐野ケーブルテレビ

テレビ小山放送

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

-

・30M
・160M
・300M
・1G
・ひかりスマートプレミア(1G)
・ひかりスマートエンジョイ（1G)
・ひかりスマートミニ（1G)
・スマートプレミア（100M）
・スマートエンジョイ（100M）
・スマートミニ （100M）

ケーブルプラス電話

・マックスコース
・ハッピーコース

・光ハイブリット2Ｍコース
・光ハイブリット30Ｍコース
・光ハイブリット160Ｍコース
・光30Mコース
・光100Mコース

ケーブルプラス電話

【HFC】
・ＮＥＴ基本（ ５０Ｍ）
・ＮＥＴ基本（１６０Ｍ）
・わたらせスマートBOX（ＮＥＴ）（160M）
・わたらせスマートBOX（ＮＥＴ）（50M）
わたらせテレビ（太田）
わたらせテレビ（足利）

-

【FTTH】
・［Ｆ］ＮＥＴ基本（ ３０Ｍ）
・［Ｆ］ＮＥＴ基本（３００Ｍ）
・［Ｆ］ＮＥＴ基本（１Ｇ）
・［Ｆ］ＮＥＴ基本（２Ｇ） 足利市のみ
・わたらせスマートBOX（ＮＥＴ）（1G）
・わたらせスマートBOX（ＮＥＴ）（300M）

ケーブルプラス電話

事業者

【CCJグループ】
エヌ・シィ・ティ

対象TVコース名

-

対象NETコース名
【HFC】
・MEGA160 （160Mbps）
・MEGA160 あんしん自転車プラン （160Mbps）
・ぱわふる30 30Mbps
・ぱわふる30 あんしん自転車プラン （30Mbps）
・ぱわふる社員・協力会モニター （30Mbps）
【FTTH】
・光10ギガ （10Gbps）
・光10ギガ あんしん自転車プラン （10Gbps）
・光3ギガ （3Gbps）
・光3ギガ あんしん自転車プラン（3Gbps）
・光1ギガ （1Gbps）
・光1ギガ あんしん自転車プラン （1Gbps）
・光300メガ （300Mbps）
・光300メガ あんしん自転車プラン （300Mbps）
・光40メガ （40Mbps）
・光40メガ あんしん自転車プラン （40Mbps）
・光ぱわふる30 （30Mbps）
・光ぱわふる30 あんしん自転車プラン （30Mbps）
・光ぱわふる社員・協力会モニター （30Mbps）

対象TELコース名

ケーブルプラス電話

【光アクセス施設】
光アクセス長割 （100Mbps）

ニューメディア（新潟センター）

MDUNETプラスSコース
MDUプラスS STBレンタルコース
ニコニコケーブルテレビAコース

MDU NETコース
20Mbps
MDU 20Mコース
20Mbps
MDU 160Mコース
160Mbps
お部屋でネット コース
20Mbps
とんでるネット コース
20Mbps
NCVヒカリ1Gコース
1Gbps
NCVNET160Mコース
160Mbps
かっとび2年割（Wi-Fi付き）160Mコース
160Mbps
NCVNET20Mコース
20Mbps
かっとび2年割（Wi-Fi付き）20Mコース
20Mbps
NCVインターネット オテガル10M
10Mbps
NCVインターネット マンゾク300M
300Mbps
NCVインターネット パワフル1G
1Gbps
かいてき光
1Gbps
スマートTVコース（HFC）
20Mbps
スマートTVコース（FTTH）
20Mbps
スマートTVコース（HFC）
160Mbps
スマートTVコース（FTTH）
300Mbps
スマートTVコース（FTTH）
1Gbps

ケーブルプラス電話

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

河口湖有線テレビ放送

・デジタル放送（地上波）

【HFC】
・10メガ(10M)
・20メガ（20M）
【FTTH】
・光10 (10M)
・光30 (30M)
・光50 (50M)
・光200 (200M)

日本ネットワークサービス

CATV基本サービス

光エコノミーコース（4Mbps）
光スタンダードコース（24Mbps）
光スーパーコース（100Mbps）
光IPOneコース（24Mbps）

ケーブルプラス電話

上越ケーブルビジョン

JCV光テレビ
JCVスマート光テレビ

JCVネット光200M
JCVネット光ギガ
JCVスマート光テレビ200M（TV＋NET）
JCVスマート光テレビギガ(TV＋NET）

ケーブルプラス電話

-

塩山光(5Mbps)
塩山光(8Mbps)
塩山光(12Mbps)
塩山光(25Mbps)
塩山光(50Mbps)
塩山光(200Mbps)

ケーブルプラス電話

入間ケーブルテレビ

ブルーレイデジ録Ｗ Ｓタイプ
ブルーレイデジ録Ｗ Ｄタイプ
ブルーレイデジ録Ｗ Ｅタイプ
ＤＶＤデジ録Ｗ Ｓタイプ →新規受付終了
ＤＶＤデジ録Ｗ Ｄタイプ →新規受付終了
ＤＶＤデジ録Ｗ Ｅタイプ →新規受付終了
デジ録Ｗ Ｓタイプ
デジ録Ｗ Ｄタイプ
デジ録Ｗ Ｅタイプ

【HFC】
・25Mコース
・80Ｍコース
・160Ｍコース
・スマートテレビプラン（160M）
・スマートテレビプランwith タブレット（160M）
【FTTH】
・ひかり１ギガ（1G）
・ひかり300(300M)
・ひかり200（200M）
・ひかり100(100M)
・ひかり50
・FTTHひかり25
・スマートテレビプラン（1G）
・スマートテレビプランwith タブレット(1G)

ケーブルプラス電話

狭山ケーブルテレビ

・ファミリーコース
・ベーシックコース
・エコノミーコース

・30Mコース
・ケーブルプラス光×さやまケーブルテレビ

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話

峡東ケーブルネット（峡東CATV）
※8/7～auSV受付開始

ケーブルプラス電話

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

東松山ケーブルテレビ

・Eタイプデジ録W
・EタイプDVD付デジ録W
・Eタイプブルーレイデジ録W
・Dタイプデジ録W
・DタイプDVD付デジ録W
・Dタイプブルーレイデジ録W
・Sタイプデジ録W
・SタイプDVD付デジ録W
・Sタイプブルーレイデジ録W

【HFC】
・25M
・50M
・80M（集合のみ）
・160M
・スマートテレビプラン（160M）
・スマートテレビプランwith タブレット(160M)
【FTTH】
・ひかり 25(25M)
・ひかり 50(50M)
・ひかり100（100M）集合のみ
・ひかり 200(200M)
・ひかり 300(300M)
・ひかり１ギガ（1G）
・スマートテレビプラン（1G）
・スマートテレビプランwith タブレット(1G)

ケーブルプラス電話

ゆずの里ケーブルテレビ

TV Sタイプ（デジ録ダブル、DVDデジ録ダブル、
ブルーレイデジ録ダブル）
TV Fタイプ（デジ録ダブル、DVDデジ録ダブル、
ブルーレイデジ録ダブル）
TV Eタイプ（デジ録ダブル、DVDデジ録ダブル、
ブルーレイデジ録ダブル）

・ひかり50
・ひかり200
・ひかり300
・ひかり１ギガ（1G）
・スマートテレビプラン（1G）
・スマートテレビプランwith タブレット(1G)

ケーブルプラス電話

・デジタルデラックスコース
・デジタルスタンダードコース
・デジタルエントリーコース
・地デジBSコース →・旧地デジBSコース（STB
設置有）
・スマートテレビプラチナwithタブレット
・スマートテレビプラチナコース
・スマートテレビベーシックコース
・スマートテレビセレクトコース
・デラックスコース
・セレクトコース
・えらべるパック
・ルネ蕨ガーデン特別プラン

・光ハイブリッド ライト（4M） →光ハイブリッド ライト（8M）
・光ハイブリッド ベーシック（10M）→光ハイブリッド ベーシック（12M）
・光ハイブリッド プレミアム（30M）
・光ハイブリッドプラチナ（160M）
・光ハイブリッドマンションタイプ（30M）【集合】→光ハイブリッドマンションタイプ（30M）（100M）【集合】
・スマートテレビベーシックコース（30M）
・スマートテレビセレクトコース（30M）
・スマートテレビプラチナwithタブレット（100M）
・スマートテレビプラチナコース（100M）
・ウインクひかり15Ｍ【集合・戸建】
・ウインクひかり１Ｇ【集合・戸建】
・ウインクひかり300Ｍ【集合・戸建】
・ウインクひかり30Ｍ【集合・戸建】
・ウインクひかり４Ｇ【集合・戸建】
・ひかり15M（同軸）
・ひかり30M（同軸）
・ひかり160M（同軸）
・ひかりギガマンション
・ひかりハイブリッドギガマンション
・ひかりプラスルーム30M
・ひかりプラスルーム1G
・ひかり100マンション
・ひかり100（戸建）

ケーブルプラス電話

蕨ケーブルビジョン

事業者

対象TVコース名

【全エリア】
（戸建）
・BSコース
・あいチャンテレビひかり
・デジパックミニ
いちはらコミュニティー・ネットワーク・テ
・デジパックベーシック
レビ
・デジパックビック
（集合）
・デジパックミニ
・デジパックベーシック
・デジパックビック

イースト・コミュニケーションズ

デジパックＢＳ
デジパックミニ（ＨＣ）
デジパックミニ
デジパックベーシック
デジパックビック

対象NETコース名

【FTTH】
・ひかりdeネット100M以上（ホームタイプ）
・ひかりdeネット100M以上（マンションタイプ）
【HFC】
・CATVインターネット30M以上

・ひかりdeネット（ホームタイプ） （100M）
・ひかりdeネット（マンションタイプ） （100M）
・ひかりdeネット（ＶＤＳＬ） （100M）
・ひかりdeネット（ホームタイプ） （1G）
・ひかりdeネット（マンションタイプG）（500M）
・ひかりdeネット（マンションタイプG）（100M）
・ひかりdeネット（マンションタイプG）（30M）

対象TELコース名

ケーブルプラス電話

ケーブルプラス電話

広域高速ネット二九六

・デジタルベーシック
・デジタルプレミアム
・スタンダード
・デラックス

【HFC】
・光ハイブリッド120M
・光ハイブリッド120Mマンションタイプ
【FTTH】
・ひかりマックス（200M）
・ひかり200（一部エリアのみ）
・ひかり疾風（30M）
・アパートメントひかり120M
・ひかりギガ（1G）

千葉ニュータウンセンター

プレミアムサービス
ベーシックサービス

エクスプレスコース（300M)
アドバンスコース(40M)
レギュラーコース(20M)

ケーブルプラス電話

銚子テレビ放送

-

・光10Mコース（10M）
・光30Mコース(30M)
・光300Mコース(300M)

ケーブルプラス電話

ケーブルプラス電話

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

イッツコミュニケーションズ

・マックス
・ビック
・アルファエース

・かっとびワイド（30M）
・かっとびMANSIONLAN（100M）
・かっとびメガ160（160M）
・ホームタイプ 2ギガコース
・ホームタイプ 1ギガコース
・ホームタイプ 300メガコース
・ホームタイプ 30メガコース
・マンションタイプ 600メガコース
・マンションタイプ 300メガコース
・マンションタイプ 30メガコース

東京ケーブルネットワーク

TCN光テレビ プレミアムコース
TCN光テレビ セレクトコース
TCN光テレビ ベーシックコース
デラックスコース
スタンダードコース
エコノミーコース
ベーシックコース

・120Mプラスコース
・120Mシンプルコース
・超速コース 120M
・快速コース 30M
・１Gコース（上り下り速度上限１Gbps）
・３００Ｍコース（上り下り速度上限３００Ｍbps）

多摩ケーブルネットワーク

・ベーシックHD
・デラックスHD
・デジタルコンパクトHD

対象TELコース名

ケーブルプラス電話

ケーブルプラス電話

・t-net43（下り43Mbps）※
・t-net240（下り240Mbps）※
・t-net光2.5G※
※特割（戸建：2年、集合：1年継続）を含む。

ケーブルプラス電話

・t-net光10G（仮称）

多摩テレビ

-

アドバンス300（300M）

ケーブルプラス電話

東京ベイネットワーク

・デジタルプレミアム
・デジタルベーシックHD
・デジタルミニ
・デジタルビッグ※
・デジタルベーシック※
※新規受付終了

・シンプルネット30M
・シンプルネット160Mマンションタイプ
・シンプルネット160Mホームタイプ
・パワー(30M)（新規販売停止）
・スーパーホームタイプ（120M）（新規販売停止）
・スーパーマンションタイプ（120M）（新規販売停止）
・Styleeasy（30M）（新規販売停止）
・Stylenero（80M）（新規販売停止）
・ベイネットスーパー（120M）（新規販売停止）

ケーブルプラス電話

事業者

豊島ケーブルネットワーク

瑞穂ケーブルテレビ

ケーブルテレビ品川

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

・プレミアム
・エース
・デジタルデラックス※新規受付終了
・デジタルスタンダード※新規受付終了

・ベーシック（5M)※新規受付終了
・レギュラー（20M）
・ハイパー（30M)※新規受付終了
・トシマ120メガ(120M)
・ＶＤＳＬ（１００Ｍ）
・トシマ光1ギガ

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話
（※）
※TEL単体提供無し

-

【HFC】
・25Mコース
・80Ｍコース
・160Ｍコース
・スマートテレビプラン（160M）
・スマートテレビプランwith タブレット（160M）
【FTTH】
・ひかり１ギガ（1G）
・ひかり300(300M)
・ひかり200（200M）
・ひかり100(100M)
・ひかり50
・FTTHひかり25
・スマートテレビプラン（1G）
・スマートテレビプランwith タブレット(1G)

ケーブルプラス電話

・マックス
・ビック
・アルファエース

【HFC】
・アタックプラス（8M）（新規販売停止）
・アタックエクスプレス（10M）（新規販売停止）
・アタックプレミア（30M）（新規販売停止）
・かっとびメガ160（160M）
・かっとびワイド（30M）
・かっとびMANSION LAN（100M）

ケーブルプラス電話

事業者

厚木伊勢原ケーブルネットワーク

湘南ケーブルネットワーク

対象TVコース名

・デジパックミニコース
・デジパックベーシックコース
・デジパックビックコース

デジタルコース
FTTHデジタルコース
スマートSCNnet無コース
スマートSCNnet有コース
スマートSCNnet無コースFTTH
スマートSCNnet有コースFTTH

対象NETコース名
【HFC】
ビギナーコース(１M)
スタンダードコース(３M)
エクスプレスコース(５M)
スーパーコース(30M)
CATV‐NET 10Mコース
CATV‐NET 30Mコース
【FTTH】
ひかりdeネットホームタイプ(200M)
ひかりdeネットマンションタイプ(200M)
ひかりdeネットライトタイプ(50M)
ひかりCX 50Mコース
ひかりdeネットホームギガ速タイプ(１G)
ひかりdeネットマンションギガ速タイプ(１G)
ひかりdeネットマンションライトタイプ(50M)

スマート30コース
スマート160コース
スマートエコノミルコース
スマート光100M
スマート光200M
スマート光エコノミー
お手軽安心エコノミーコース
マンションコース
グローバルエコノミーコース
160Mコース
快適ブロードバンドコース
グローバルコース
光エコノミー
光100M
光200M
光マンションコース

対象TELコース名

ケーブルプラス電話

ケーブルプラス電話

事業者

YOUテレビ

横浜ケーブルビジョン

対象TVコース名

対象NETコース名
〔一般コース〕
・ネッチュー30Mコース
・ネッチューEXコース（30M）
・ネッチュー160Mコース
・ネッチュー320Ｍコース
・サウザンドネッチュー30Mコース
・スーパーデラックスＨＤコース
・サウザンドネッチュー160Mコース
・デラックスＨＤコース
・ユーハウス（ネッチュー30Ｍ）
・スタンダード
〔1年契約〕
・ライトコース
・集合30Mコース（1年契約パックコース）
・ＹＯＵＴＶスマートＢＯＸスーパーデラックス
・戸建160Mコース（1年契約パックコース）
・ＹＯＵＴＶスマートＢＯＸデラックス
・集合160Mコース（1年契約パックコース）
・ＹＯＵＴＶスマートＢＯＸライト
・戸建３２0Mコース（1年契約パックコース）
・ＹＯＵＴＶスマートＢＯＸスタンダード
・集合３２0Mコース（1年契約パックコース）
・ＹＯＵＴＶスマートＢＯＸスーパーデラックス with
〔2年契約〕
タブレット
・戸建エコノミーパック（30M）
・ＹＯＵＴＶスマートＢＯＸデラックス withタブレット
・集合エコノミーパック（30M）
・ＹＯＵＴＶスマートＢＯＸスタンダード withタブレッ
・戸建通信パック（160M）
ト
・集合160Mコース（2年契約パックコース）
・ＹＯＵＴＶスマートＢＯＸライト withタブレット
・集合３２0Mコース（2年契約パックコース）
〔3年契約〕
・お得パック戸建（160M）、・お得パック集合（160M）
・お得パック戸建（３２0M）（３年契約パックコース）
・お得パック集合（３２0M）（３年契約パックコース）
・ワイワイDX
・ワイワイDXプラス
・ワイワイLite
・SmartYCVBox（ワイワイDX)
・SmartYCVBox（ワイワイDXプラス)
・スマートお得セレクト NET320Ｍ+PHONEコース
・スマートお得セレクト NET120Ｍ+PHONEコース
・スマートお得セレクト NET320Ｍコース
・スマートお得セレクト NET120Ｍコース
・スマートお得セレクト +PHONEコース

飯能ケーブルテレビ（飯能日高テレビ） ドリームコース

対象TELコース名

ケーブルプラス電話

・320Mコース
・120Mコース（但し長期契約のみ単体販売は不可）
・40Mコース
・12Mコース
・光 1Gコース on auひかり
≪新規受付終了≫
・超光速ネットコース（160M）
・高速ネットコース（30M）

J:COM PHONEプラス
J:COM PHONEひかり

★10M以上のネットサービスは全て対象
10メガコース（CATVエリア）→2018年8月1日~
３０メガコース（ＣＡＴＶエリア）
１５０メガコース（ＣＡＴＶエリア）
１Ｇコース（ＣＡＴＶエリア）
飯能・日高１Ｇサービス（ＣＡＴＶエリア）
ｃｈｉｃｈｉｂｕ光（秩父エリア）

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話
（※）
※TEL単体提供無し

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

本庄ケーブルテレビ

多チャンネルコース

★30M以上のネットサービスは全て対象
30Mコース（新規受付停止）
200Mコース
300Mコース
1Gコース
2Gコース（2019年より）
※各コース対象エリアあり。詳細はCATV事業者へお問い合わせください。

あづみ野テレビ

-

120M以上インターネットコース
（120M/320M/光1G)

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話（池
田町・松川村）

上田ケーブルビジョン

-

50M以上インターネットコース

ケーブルプラス電話

丸子テレビ放送株式会社

-

光50M
光120M
光300Ｍ／光１ギガ

ケーブルプラス光電話

伊那ケーブルテレビジョン

-

100Mコース（100M）
300Mコース（300M）
1Gコース（1G）

ケーブルプラス電話

インフォメーションネットワークコミュニ
ティ

-

光ハイブリッド160M
光ハイブリッド100M
光ハイブリッド 30M
光ハイブリッド 2M
光300M
光1G
光10G

ケーブルプラス電話

エコーシティー駒ヶ岳

-

光スーパー（20M）
光プレミアム（200M）
光ギガ（1G）

ケーブルプラス電話

-

【FTTH】
LCVひかりdeネット(1G)
LCVスマートルーム(1G)
【HFC】
光ハイブリッドコース(100M)
LCVスマートＴＶ(100M)
LCVスマートルーム(300M)

ケーブルプラス電話

-

光ハイブリッドスマイル <20M>
光ハイブリッドプレミアム <320M>
（上記2コースはインターネットのみを検討されているお客様におすすめ）
光ハイブリッドファミリーセット（100M）
（セットにはTVコース：デジタルベーシックが含まれます）

ケーブルプラス電話

エルシーブイ

コミュニティテレビこもろ

ケーブルプラス電話

事業者
須高ケーブルテレビ

テレビ松本ケーブルビジョン

大垣ケーブルテレビ

【CNCIグループ】おりべネットワーク

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

-

10Ｍコース
30Ｍコース
160Ｍコース
1Gコース

ケーブルプラス電話

デジタルワイド
デジタルベーシック 戸建のみ

【FTTH】
ひかり30（30M)
ひかり500（500M）
ひかり1G（1G）
コラボひかり（1G）
【HFC】
ネオ30（30Ｍ）
ネオ１００（１００Ｍ）
ネオ160（160Ｍ）

ケーブルプラス電話

【HFC】
スーパー160（160M）
スーパー30（30M）
集合30M（30M）
ベーシック160M（160M）
【FTTH】
光300（300M）
光1G（1G） 光30（L）（30M）
プレミアム100（100M）※1
光10G
※1 揖斐郡揖斐川町限定

ケーブルプラス電話

【HFC】
ステップアッププラン（33M）
スタンダードプラン（110M）
プレミアムプラン（200M）
【FTTH】
おりべ光 ステップアッププラン（33M）
おりべ光 スタンダードプラン（300M）
おりべ光 プレミアムプラン（1G）
おりべ光パック 500メガ トリプル（500M）
おりべ光パック １ギガ トリプル（1G）

ケーブルプラス電話

①多チャンネルコース
ファミリーパック
スポドラパック
②地デジBSコース
③地デジコース
（揖斐川町の基本コースは対象外）

【HFC】
ハッピーコース
レギュラーコース
劇スポコース
【FTTH】
光ハッピー
光レギュラー
光劇スポ
おりべ光パック 1ギガ トリプル

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

プレミアムコース
劇スポコース
スーパーコース

【HFC】
超高速プラン270M（旧140Mコース）
高速プラン100M（旧40Mコース）
快適プラン33M（旧15Mコース）
【FTTH】
光１Gプラン
光500Mプラン
光50Mプラン
※可児市の一部エリアから提供開始。エリアに関しての詳細はCTK営業担当者までお問い合わせください。
（可児市全体がエリアになるのは2017年12月頃を予定）

ケーブルプラス電話

【CNCIグループ】シーシーエヌ

ハッピーコース
レギュラーコース
劇スポコース

【HFC】
ステップアッププラン（33M）
スタンダードプラン（110M）
プレミアムプラン（200M）
マンション専用タイプスタンダードプラン（110M）
マンション専用タイププレミアムプラン（200M）
スタンダードプラン山県専用タイプ（110M）※1
プレミアムプラン山県専用タイプ（200M）※1
200Mbpsコース※2
33Mbpsコース※2
※1山県市でのみ提供
※2関市板取・洞戸・武儀・武芸川のみ提供
【FTTH】
光ネット100M
光ネット300M
光ネット1G
光ネット10G
光ネットステップアッププラン（スライド）（33M）
光ネットスタンダードプラン（スライド）（110M）
光ネットプレミアムプラン（スライド）（200M）
Fスタンダードプラン山県（110M）※1
Fプレミアムプラン山県（200M）※1
※1山県市でのみ提供

ケーブルプラス電話

伊豆急ケーブルネットワーク

IKC
IKC
IKC
IKC
IKC

IKC
IKC
IKC
IKC
IKC

ケーブルプラス電話

【CNCIグループ】ケーブルテレビ可児

TV
TV
TV
TV
TV

Forest BD-HitPot
Forest HitPot
Forest BD-HitPot(Bu)
Forest HitPot(Bu)
Forest 4KHitPot

net
net
net
net
net

ocean200・200M
ocean200plus・200M
ocean160・160M
ocean160plus・160M
ocean30・30M

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

TOKAIケーブルネットワーク

ひかりdeテレビ
共聴コース
デジパックスモールコース
デジパックライトコース
デジタル移行コース
デジパックベーシックコース
デジパックビックコース

ひかりdeネット10G
ひかりdeネット1G
ひかりdeネット50M
ひかりdeネット(ホーム）：300Mひかりdeネット（マンション）：300M
ひかりdeネット（スモール）：50Mひかりdeネット(ギガ速ホーム）：１G
ひかりdeネット（ギガ速マンション）：１G ひかりdeネット（VDSL）：100M
ひかりdeネットベーシック(ホーム）：300Mひかりdeネットベーシック（マンション）：300M
ひかりdeネットベーシック（スモール）：50Mひかりdeネットベーシック(ギガ速ホーム）：１G
ひかりdeネットベーシック（ギガ速マンション）：１Gひかりdeネットベーシック（VDSL）：100M
ひかりdeネット(ホーム）withカスペルスキー：300Mひかりdeネット（マンション）withカスペルスキー：300M
ひかりdeネット（スモール）withカスペルスキー：50Mひかりdeネット(ギガ速ホーム）withカスペルスキー：１G
ひかりdeネット（ギガ速マンション）withカスペルスキー：１Gひかりdeネット（VDSL）withカスペルスキー：100M
ひかりdeネットベーシック(ホーム）withカスペルスキー：300Mひかりdeネットベーシック（マンション）withカスペ
ルスキー：300M
ひかりdeネットベーシック（スモール）withカスペルスキー：50Mひかりdeネットベーシック(ギガ速ホーム）withカ ケーブルプラス電話
スペルスキー：１G
ひかりdeネットベーシック（ギガ速マンション）withカスペルスキー：１Gひかりdeネットベーシック（VDSL）withカ
スペルスキー：100M
ひかりdeネットバルク100：100Mひかりdeネットベーシックバルク100：100M
TNCケーブルひかり(ホーム）：300MTNCケーブルひかり（マンション）：300M
TNCケーブルひかり（スモール）：50MＴＣＮスマートＴＶビック（300M）
ＴＣＮスマートＴＶビックマンション（300M）ＴＣＮスマートＴＶベーシック（300M）
ＴＣＮスマートＴＶベーシックマンション（300M）
ひかりdeネットバルク増速オプション(100M)
ひかりdeネットベーシックバルク増速オプション(100M)
ひかりdeネットバルクG100及び500
ひかりdeネットベーシックG100及び500
ひかりdeネットバルク増速オプション（G100、G500）
ひかりテレビプラス

御前崎ケーブルテレビ

基本契約
基本ライト契約

30M以上の全サービスが対象

ケーブルプラス電話

トコちゃんねる静岡

デジパックベーシックコース
デジパックビックコース
ドリームTVコース
CSセレクトパック
トコちゃんスマートTV
ひかりdeテレビ

CATVNETスーパープレミアム（120M） ※新規受付終了
CATVNETプレミアム（30M）
ひかりdeネット（200M）（1G）（10G）
TNCひかりdeネット（200M）（1G）
ひかりdeネットベーシックバルク（30M）（100M）(500M)

ケーブルプラス電話

ライトプラン スーパープレミアムコース（120M）
ライトプラン プレミアムコース（40M）
ライトプラン スタンダードコース（30M）
浜松ケーブルテレビ

-

※新規受付終了
'@niftyプラン スーパープレミアムコース（120M）
'@niftyプラン プレミアムコース（40M）
'@niftyプラン スタンダードコース（30M）

ケーブルプラス電話

事業者

アイ・シー・シー

【CNCIグループ】キャッチネットワーク

対象TVコース名

-

・ハッピーコース
・ハッピー4Kコース
・フルデジタルコース
・劇スポコース

対象NETコース名
プレミアムコース（300M）
300Mコース
110Mコース
集合住宅バルク250Ｍコース（250M）
光2Gコース（2G）
光1Gコース（1G）
光プレミアムコース（2G）
【ケーブルインターネット】
30Mbps、40Mbps、100Mbps、120Mbps、270Mbps
【ネクストインターネット】
30Mbps、100Mbps、300Mbps、1Gbps、10Gbps、F100Mbps、F300Mbps、F1Gbps、F10Gbps
30Mbps/5Mbps、40Mbps/5Mbps、120Mbps/10Mbps、F30Mbps/5Mbps、F40Mbps/5Mbps
F100Mbps/10Mbps、F120Mbps/10Mbps、F270Mbps/10Mbps
【ネクストBインターネット】
B100Mbps、B110Mbps、B270Mbps、B30Mbps/5Mbps、B40Mbps/5Mbps
B100Mbps/10Mbps、B120Mbps/10Mbps、B2700Mbps/10Mbps

対象TELコース名

ケーブルプラス電話

ケーブルプラス電話

・ハッピーコース
・デジタルAコース
・劇スポコース
【CNCIグループ】グリーンシティケーブ ・光ハッピーコース
ルテレビ
・光ハッピー4Kコース
・光デジタルAコース
・光劇スポコース
・+4Kスポーツコース

30メガコース（新規販売停止）
Wi-Fi60コース
Wi-Fi100コース
100メガコース（新規販売停止）
200メガコース
300メガコース
１ギガコース
２ギガコース

ケーブルプラス電話

株式会社CAC

スタンダードコース （３０Mbps）
スーパー１２０Mコース （１２０Mbps）
光３０Ｍコース （３０Mbps）
光１００Ｍコース （１００Mbps）
光３００Ｍコース （３００Mbps）
光１Ｇコース （１Gbps）

ケーブルプラス電話

-

事業者

【CNCIグループ】
スターキャットケーブルネットワーク

対象TVコース名
・デジタル
レギュラー／マックス／ライト／劇スポ／セレクト
／エース／４Kマックス
・楽録ブルーレイ
レギュラー／マックス／ライト／劇スポ／セレクト
／エース／４Kマックス
・楽録ＤＶＤ
レギュラー／マックス／ライト／劇スポ／セレクト
／エース／４Kマックス
・楽録
レギュラー／マックス／ライト／劇スポ／セレクト
／エース／４Kマックス

対象NETコース名

対象TELコース名

120Ｍコース
120Ｍ（2年約束コース）【戸建】
30Mコース
DAGA家120Ｍ
スマートステーション（100M）
１Ｇコース（1G）
２Ｇコース（2G）
１Ｇ２年約束コース（1G）
２Ｇ２年約束コース（2G）
300Mコース（300M）
300M2年約束コース（300M）

ケーブルプラス電話

・ハッピーコース
・劇スポコース
・CSコース
・光ハッピーコース
・光劇スポコース
・光CSコース

30M以上の全サービスが対象（FTTH含む）

ケーブルプラス電話

・ハッピーコース
・ベーシックコース
・劇スポコース

【HFC】
標準コース（30M）
スーパーコース（30M）（新規販売停止）
120Mコース（新規販売停止）
ハイスピードコース（270M）
【FTTH】
光エコノミーコース（30M）
光標準コース（300M）
光ハイスピードコース（1G）

ケーブルプラス電話

（オプションチャンネル）デジタルパック
（オプションチャンネル）デジタルバリューパック
マックス+4Ｋスポーツ
レギュラー+4Ｋスポーツ
劇スポ+4Ｋスポーツ

知多半島ケーブルネットワーク

【CNCIグループ】知多メディアスネット
ワーク

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

【HFC】
40Mコース（新規受付停止、既存のみ）
100Mコース（新規受付停止、既存のみ）
150Mコース（新規受付停止、既存のみ）
200Mコース

【CNCIグループ】中部ケーブルネット
ワーク

・ファミリー4Kコース※1
・ファミリーコース
・劇スポコース
・バラエティコース
・ベーシックコース
・セレクト（音楽・アニメ）コース※2
・セレクト（映画・ドキュメンタリー）コース※2
・セレクト（ドラマ）コース※2

※1 FTTH提供エリア限定
※2 2017年6月1日から各務原局限定で提供

豊橋ケーブルネットワーク

-

西尾張シーエーティーヴィ

-

●集合
マンション100Mコース
【FTTH／名古屋市緑区、日進市、豊明市、東郷町、春日井市、小牧市、犬山市、扶桑町、大口町】
●戸建
1Gコース
30Mコース
300Mコース

ケーブルプラス電話

●集合
100M（マンション光）（新規受付停止、既存のみ）
マンション光300M
マンション光1G
【FTTH／岐阜県白川町】
100Mコース
●移行専用
40Mコース
150Mコース
200Mコース
【HFC】
ライト（8M）
パワフル（16M）
エキスパート（35M）
【FTTH】
光100M
光１G
【光対応集合】
光100M
光300M
ベーシックコース（100M）
スーパーコース（200M）
ハイパーコース（300M）

ケーブルプラス電話

ケーブルプラス電話

事業者

【CNCIグループ】ひまわりネットワーク

対象TVコース名

光ハッピー
光レギュラー
光劇スポ
光パック
光ハッピー Mパッケージ
光レギュラー Mパッケージ
光劇スポ Mパッケージ
ハッピー
レギュラー
劇スポ

対象NETコース名
【HFC（戸建、マンションタイプ、ひまわりアパートメント）】
ステップアッププラン（33M）
スタンダードプラン（戸建：110M、集合：110M）TV＋NET推奨
プレミアムプラン（200M）
【FTTH】
33Mbpsコース※
200Mbpsコース※
※豊田市の旧旭稲武小原下山エリアのみ提供
ひまわり光 スタンダードプラン（300M）（豊田市の一部、みよし市、長久手市）
ひまわり光 プレミアムプラン（1G）（豊田市の一部、みよし市、長久手市）
ひまわり光パック 500M トリプル（500M）
ひまわり光パック 1ギガ トリプル（1G）
ひまわり光 10ギガ（10G）

対象TELコース名

ケーブルプラス電話

【CNCIグループ】三河湾ネットワーク

・ハッピーコース
・デジタルレギュラーコース
・劇スポコース

【HFC】
ステップアッププラン（33M）
スタンダードプラン（110M）
プレミアムプラン（200M）
【FTTH】
ステップアッププラン（33M）
ひかりスタンダードプラン（300M）
ひかりプレミアムプラン（1G）

ミクスネットワーク

-

ひかり（1G・100M・50M）
光シェア※（100M・50M）
※光対応 集合住宅専用タイプ

ケーブルプラス電話

-

adsひかり 200M （200M）
adsひかり 50M （50M）
高速30Ｍゆうゆうプラン(新規受付終了)
超高速160M光ハイブリッドプラン(新規受付終了)
スマートパック ※ケーブルプラス電話サービスを含むものに限定(新規受付終了)

ケーブルプラス電話

・スタンダード
・デラックス

プレミアム30Mプラン（新規受付停止）
光ハイブリッド100Mプラン（新規受付停止）
ICT光30M（30M）
ICT光100M（100M）
ICT光300M（300M）
ICT光1G（1G）
ＩＣＴ光マンション（100Ｍ）
ICTマンション30M（30M）
ICTマンション100M（100M）

ケーブルプラス電話

アドバンスコープ

伊賀上野ケーブルテレビ

ケーブルプラス電話

事業者

ケーブルネット鈴鹿

【CCJグループ】シー・ティー・ワイ

ZTV

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

-

ＣＮＳ光40M （40M）
ＣＮＳ光300M （300M）
ＣＮＳ光1G （1G）

ケーブルプラス電話

-

【HFC】
40Mコース
120Mコース
160Mコース
【FTTH】
40Mコース
300Mコース
1Gコース
マンションプラン1Gコース
ギガベーシックコース（ネット1G)
ギガBSコース（ネット1G）
ギガライトコース（ネット1G）
ギガレギュラーコース（ネット1G）

ケーブルプラス電話

－

【HFC】
Z-LAN8Mコース（8M）、Z-LAN40Mコース（40M)、Z-LAN160Mコース（160M）、Z-LANV8Mコース（8M）、
Z-LANV40Mコース（40M)
＜新規受付終了＞Z-LAN8Mコース買取（8M）、Z-LAN40Mコース買取（40M)、Z-LANV40Mコース買取（40M)
【HFC：津市、亀山市、松阪市の一部】
Z-LAN3Mコース3年約束（3M）、Z-LAN30Mコース（30M）、Z-LAN30Mコース3年約束（30M）、
Z-LAN100Mコース3年約束（100M）、Z-LANV100Mコース3年約束（100M）
【FTTH：津市の一部】
光5Mコース、光500Mコース、光1Gコース
＜新規受付終了＞Z-LAN 光 3Mコース（3M）、Z-LAN 光 8Mコース（8M）、Z-LAN 光 30Mコース（30M）、
Z-LAN 光 30Mコース3年約束（30M）、Z-LAN 光 40Mコース（40M）、
ケーブルプラス電話
Z-LAN 光 100Mコース3年約束（100M）、Z-LAN 光 160Mコース（160M）、Z-LAN 光 1000Mコース（1G）
光100Mコース
【HFC：伊勢市、度会町、玉城町、南伊勢町、鳥羽市、志摩市磯部町】
iぶっとび30コース（30M）
iぶっとび100コース（100M）
iぶっとび160コース（160M）
＜新規受付終了＞
iぶっとび35コース（35M）
【FTTH(伊勢市の一部)】
Z-LAN 光 1Gコース（1G）、Z-LAN 光300Mコース

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

松阪ケーブルテレビ

【ＨＦＣ】
・一般放送サービス（一部を除く）
・ＢＳプラス
・ライトコース
・フルコース
【ＦＴＴＨ】
・地上、地域、ＢＳコース（一部を除く）
・地上、地域コース（一部を除く）
・ライトコース
・フルコース

【HFC】
ベーシックコース40Mコース
ベーシックコース160Mコース
バリューコース40Mコース（2年約束）
バリューコース160Mコース（2年約束）
バリューコース160Ｍコース（3年約束）
【FTTH】
光40Ｍコース（下り40Ｍ）
光300Ｍコース（下り300Ｍ）
光1Ｇコース（下り1Ｇ）

ケーブルプラス電話

射水ケーブルネットワーク

光スタンダードコース
光プレミアムコース
スタンダードコース
プレミアムコース

【HFC】
ゴールドコース（30Ｍ）
プラチナコース（250M）
【FTTH】
光300Mコース（300M）
光CANETコース（１Ｇ）
光1Gコース（１G）

ケーブルプラス電話

-

エクセレントクラス（30M）
ハイパー120クラス（120M）
マンションクラス(30M）
け～ぶる～むネットAクラス（30M）
け～ぶる～むネットBクラス（30M）
光エントリー100
（100M）
光エクセレント300 （300M）
光ハイパー1G
（1G）
光マンション
（300M）
光ネットA （300Mbps）
光ネットB （300Mbps）
早トク30M （30Mbps）
※早トク300M、早トク100Mは提供終了しました。

ケーブルプラス電話

プレミアムコース(40M)
光ハイブリッドコース（160Ｍ）
スマートテレビコース（160M）
スマートテレビゴールドコース（160M）
ひかり1G
ひかり300(300M)
ひかり100（100M)

ケーブルプラス電話

ケーブルテレビ富山

高岡ケーブルネットワーク

デジタルベーシックコース
デジタルゴールドコース
デジキープeasyコース
デジキープeasyゴールドコース

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

-

ハイパーコース（160M）
プレミアムコース（120M）
TST光１ギガ （1G）
TST光500メガ（500M）
TST光120メガ（120M）
スマートTV（デラックス160M）
スマートTV（デラックス120M）
スマートTV（スタンダード160M）
スマートTV（スタンダード120M）
光スマートTV（デラックス1G）
光スマートTV（デラックス500M）
光スマートTV（デラックス120M）
光スマートTV（スタンダード1G）
光スマートTV（スタンダード500M）
光スマートTV（スタンダード120M）

ケーブルプラス電話

新川インフォメーションセンター

-

高速コース (30M)
最速コース (120M)
ケーブルプラス光（1G）
光100M
光1G

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話

あさがおテレビ

スタンダードコース
ライトコース
らくらくプラスコース松任地域のみ

１Ｇコース（松任地域）
２４０Ｍコース（鶴来美川地域）
１２０Ｍコース（鶴来美川地域）
１００Ｍコース（松任地域）
３０Ｍコース（松任鶴来美川地域）

ケーブルプラス電話

デジタルデラックスコース
デジタルスーパーコース

光ハイブリッド200（200M）
光ハイブリッド160（160M）（新規販売停止）
光ハイブリッド100（100M）
光ハイブリッド30（30M）（新規販売停止）
光ハイブリッド20（20M）
高速（15M）（新規販売停止）

ケーブルプラス電話

デジタルデラックスコース
デジタルスーパーコース

光ハイブリッド200（200Ｍ）
光ハイブリッド160（160Ｍ）（新規販売停止） ※1
光ハイブリッド100（100Ｍ）
光ハイブリッド50（50Ｍ）（新規販売停止） ※2
光ハイブリッド20（20Ｍ）
※1光ハイブリッド30メガコース（30M）からの変更
※2光ハイブリッド10メガコース（10M）からの変更

ケーブルプラス電話

となみ衛星通信テレビ

加賀ケーブル

加賀テレビ

事業者

金沢ケーブル

テレビ小松

対象TVコース名

デジタルデラックスコース
デジタルスーパーコース

レギュラーコース
ライトコース
基本コース （新規受付終了）

対象NETコース名

対象TELコース名

【HFC】
光ハイブリッド20（20M）
光ハイブリッド30（30M）（新規販売停止）
光ハイブリッド100（100M）※1
光ハイブリッド160（160M）（新規販売停止）※1
光ハイブリッド200（200M）※1
スマートお得パック（100M）※2
スマートお得パックプラス（100M）※2
スマートお得パックwithタブレット（100M）※2
みるプラスお得パック
光ハイブリッド200プラス
光ハイブリッド100プラス
【FTTH】
ひかり20（20M）
ひかり30（30M）（新規販売停止）
ひかり100（100M）※1
ひかり160（160M）（新規販売停止）※1
ひかり200（200M）※1※3
スマートお得パック（100M）※2
スマートお得パックプラス（100M）※2
スマートお得パックwithタブレット（100M）※2
みるプラスお得パック
※１ 宝達志水町はサービス提供不可
※2 追加料金を支払ってご利用可能な
200Mサービスも対象メニューになります。
※3 かほく市は「ひかり1ギガ（1Ｇ）」

ケーブルプラス電話

【HFC】※新規受付停止
TVKハイパー30（30Ｍ）
TVKハイパワー120（120Ｍ）
【FTTH】
光30Mコース（30M）
光200Mコース（200M）
光1Gコース（１G）

ケーブルプラス電話

さかいケーブルテレビ

デジタルスタンダード

プレミアムコース （10M）
エクセレントコース （30Ｍ）
ハイパー120コース （120Ｍ）
マンションWi-Fiコース(120M)

ケーブルプラス電話

丹南ケーブルテレビ

ベーシック
地域電波障害地域
ＣＡＴＶ対応集合住宅
光ベーシック
光地域電波障害地域

nextr 2G
nextr120M
光ハイブリット120コース（120M）
スーパーコース（50M）
スタンダードコース（15M）
光インターネットコース(30M)

ケーブルプラス電話
※越前町越前地区のみ
「ケーブルプラス電話」提
供なしの為、ausv適用「TV
＋NET」のみ

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

デジタルスタンダード

プレミアムコース （10M）
エクセレントコース （30Ｍ）
ハイパー120コース （120Ｍ）
マンションWi-Fiコース(120M)

光スタンダードコース

けーぶる光30
けーぶる光120
けーぶる光1G

嶺南ケーブルネットワーク

-

光1Gプラン
光200Mプラン
プレミアム160Mプラン

ケーブルプラス電話

能越ケーブルネットワーク

光デラックスコース

光ネット100M
光ネット300M
光ネット1G

ケーブルプラス電話

-

・100Ｍコース
・200Ｍコース
・あいコムスマートテレビ「あいスマエントリー」
（100M）
・あいコムスマートテレビ「あいスマプレミアム」 （100M）
・あいコムスマートテレビ「あいスマ」（100M)
・あいコムスマートテレビ「あいスマWITH タブレット」（100M)
・あいコムスマートテレビ「あいスマプレミアムWITH タブレット」

ケーブルプラス電話

福井ケーブルテレビ

福井ケーブルテレビ
南越前支局
（南条郡南越前町）

あいコムこうか

ZTV

-

・「Ｚ－ＬＡＮ ８Ｍコース」
・「Ｚ－ＬＡＮ Ｖ８Ｍコース」
・「Ｚ－ＬＡＮ １０Ｍコース３年約束」
・「Ｚ－ＬＡＮ ２０Ｍコース３年約束」
・「Ｚ－ＬＡＮ ３０Ｍコース」
・「Ｚ－ＬＡＮ ３０Ｍコース」３年約束」
・「Ｚ－ＬＡＮ ４０Ｍコース」
・「Ｚ－ＬＡＮ Ｖ４０Ｍコース」
・「Ｚ－ＬＡＮ １００Ｍコース３年約束」
・「Ｚ－ＬＡＮ Ｖ１００Ｍコース３年約束」
・「Ｚ－ＬＡＮ １６０Ｍコース」
・「Ｚ－ＬＡＮ 光 １Ｇコース」
・「Ｚ－ＬＡＮ 光 300Ｍコース」
＜新規受付終了＞
・「Ｚ－ＬＡＮ ８Ｍコース買取」
・「Ｚ－ＬＡＮ ４０Ｍコース買取」
・「Ｚ－ＬＡＮ Ｖ４０Ｍコース買取」

ケーブルプラス電話

ケーブルプラス電話

（100M）

ケーブルプラス電話

事業者

東近江ケーブルネットワーク

対象TVコース名
・ＴＶ（ちょこっと）＋ＮＥＴ１００
・ＴＶ（おすすめ）＋ＮＥＴ１００
・・ＴＶ（地デジ）＋ＮＥＴ１００
・ＴＶ（ミニ）＋ＮＥＴ１００
・ＴＶ（スタンダード）＋ＮＥＴ１００
・ＴＶ（マックス）＋ＮＥＴ１００

対象NETコース名

対象TELコース名

・100Ｍコース

―

ケーブルプラス電話

ＫＣＮ京都（KCNグループ）

・プライムコース

・Kブロード1
・Kブロード5
・Kブロード10
・Kブロード30
・Kブロード光100メガプレミアム
・Kブロード光300メガプレミアムとく割
・Kブロード光300メガプレミアム
・Kブロード光１G（ギガ）
・Kブロード光1G（ギガ）とく割
・インターネットスーパー
・インターネットスタンダード
・インターネットエコノミー

洛西ケーブルビジョン

・ＣＳデジタルベーシックコース
・ＣＳデジタルＨＤＤコース
・ＣＳデジタルブルーレイコース
・スマートTVボックス

・３０Mコース
・１２０Ｍコース

ケーブルプラス電話

・デシタルＨＤドリームコース

ケーブルインターネットプレミアム（30M）
ケーブルインターネットスーパープレミアム（160M）
光インターネット100メガ
光インターネット300メガ
光インターネット300メガとく割
光インターネット1G（ギガ）
光インターネット1G（ギガ）とく割

ケーブルプラス電話

テレビ岸和田（KCNグループ）

事業者

ベイ・コミュニケーションズ

明石ケーブルテレビ

BAN-BANネットワークス

対象TVコース名

対象NETコース名

・BaycomNET30（30M）
・ベイコムTV
・BaycomNET120（120M)
・ベイコムTVプラス
・BaycomNET160（160M）
・ベイコム光TV
・Baycom 光NET320（320M)
・ベイコム光TVプラス
・Baycom光NET（1G）
・特殊物件※
【大阪エリアのみ】
※ 上記chと同一視聴可能なTVコース
・BaycomZAQ30（30M）
※集合住宅で全戸加入で上記コースを視聴いた
・BaycomZAQ120（120M)
だいている物件
・BaycomZAQ160（160M）
・Baycom光ZAQ（1G）
Baycom光開局エリア（一戸建て限定）
伊丹市、尼崎市、西宮市、
Baycom光開局エリア（一戸建て限定）
大阪市（福島区・西淀川区・港区・西区・此花区・
伊丹市、尼崎市、西宮市、
大正区・住之江区・西成区南部・北区/中央区/
大阪市（福島区・西淀川区・港区・西区・此花区・大正区・住之江区・西成区南部・北区/中央区/浪速区の一
浪速区の一部）
部）
7/1より受付開始
7/1より受付開始

対象TELコース名

ケーブルプラス電話

-

・ＺＡＱ NET（2.5M）
・ＺＡＱ NET（5M）
・ＺＡＱ NET（10M）
・ＺＡＱ NET（30M）
・ＺＡＱ NET（120M）
※2017年8月より新設の 「全戸ZAQ NET 120」 はSV対象外コースとなります。
※ZAQ NET（2.5）、ZAQ NET（5）の新規受付は終了しています。

ケーブルプラス電話

・コミュニティ
・スーパーＨＤ
・ハイパーＨＤ
【新規受け付け停止】
・デジタルスーパー
・デジタルハイパー

・４Ｋコミュニティみるプラン
・４ＫスーパーＨＤみるプラン
・４ＫハイパーＨＤみるプラン
・４Ｋコミュニティ
・４ＫスーパーＨＤ
・４ＫハイパーＨＤ
・コミュニティ
・スーパーＨＤ
・ハイパーＨＤ
・コミュニティみるプラン
・スーパーＨＤみるプラン
・ハイパーＨＤみるプラン
【新規受け付け停止】
・デジタルスーパー
・デジタルハイパー

ケーブルプラス電話

事業者

姫路ケーブルテレビ

近鉄ケーブルネットワーク

対象TVコース名

・プレミアコース
・プラスコース
・デジタルコース（既加入者のみ）
≪新規受付終了≫

・デシタルＨＤプライムコース⇒プライムコース

対象NETコース名
【ＨＦＣ］ 姫路市
・ウルトラコース
・ベーシックコース
・ライトコース
・WiINK あんしんパック160Mｂｐｓ
・WINK マンションプラン160Mbps

対象TELコース名

ケーブルプラス電話

【ＦＴＴＨ】 姫路市（一部※夢前町含む）、佐用郡佐用町、宍粟市、播磨科学公園都市
・３０Ｍコース
・100Mコース
・1Ｇコース

【HFC】
・Kブロード1（1M) ※2016年3月31日で新規受付終了
・Kブロード3(3M) 受付終了
・Kブロード5(5M) ※2016年4月1日より販売開始
・Kブロード5とく割(5M) ※2016年4月1日より販売開始
・Kブロード10(10M) 受付終了
・Kブロード30(30M) 受付終了
・Kブロード160(160M) ※2018年12月31日で受付終了
・Kブロード160とく割(160M) ※2018年12月31日で受付終了
・Kブロードマンションベーシック１（１M) 受付終了
・Kブロードマンションプレミアム160（160M)
・Kブロードマンションベーシック５
・Kブロードマンションベーシック５とく割
・Kブロードマンションプレミアム３２０
・Kブロードマンションプレミアム３２０とく割
【FTTH】
・Kブロード光100メガプレミアム
・Kブロード光300メガプレミアム新規受付終了
・Kブロード光300メガプレミアムとく割新規受付終了
・Kブロード光１G（ギガ）
・Kブロード光１G（ギガ）とく割
・Kブロード光LANマンションタイプ Bプラン（100M）
・Kブロードマンションプレミアム光１G（ギガ）Bプラン ※2019年3月31日で受付終了
・Kブロードマンションプレミアム光１G（ギガ）

ケーブルプラス電話

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名
※提供プランは絞られています
【HFC】
・Kブロード1（1M)
・Kブロード3(3M)
・Kブロード10(10M)
・Kブロード30(30M)
・Kブロード160(160M) ※上北山村と下北山村は提供なし→2016年10月より提供開始します。
【FTTH】
・Kブロード光100メガプレミアム
・Kブロード光300メガプレミアム ※受付終了
・Kブロード光300メガプレミアムとく割 ※受付終了
・Kブロード光１G（ギガ）
・Kブロード光１G（ギガ）とく割
※ＨＦＣエリアでＦＴＴHサービスの提供はできません。また、ＦＴＴＨエリアでＨＦＣサービスの提供はできませ
ん。（大淀町の一部を除く）
8月8日
●光エリア
従来プラン：1Ｍ・30Ｍ・100Ｍ・300Ｍ・300Ｍとく割・1Ｇ・1Ｇとく割から
1Ｍ・100Ｍ・1Ｇ・1Ｇとく割のみと変更となります。
●同軸エリア
従来プラン：1Ｍ・3Ｍ・10Ｍ・30Ｍ・160Ｍ・160Ｍとく割から
1Ｍ・10Ｍ・160Ｍ・160Ｍとく割のみと変更となります。

対象TELコース名

ケーブルプラス電話
※提供できるのは、宇陀
市、下市町、吉野町、大淀
町の一部、黒滝村

こまどりケーブル

・デシタルＨＤプライムプラン⇒プライムプラン

8月8日
東吉野村・下北山村が、8
月より順次FTTH化の為、
ケーブルプラス電話提供
可能

中海テレビ放送

デラックスコース
ベーシックコース

ハイグレードコース30M
プレミアムコース160M
ひかりChukai200Mコース
ひかりChukai1Gコース
大山100Mコース

ケーブルプラス電話

日本海ケーブルネットワーク

デラックスコース
ベーシックコース
デジタルミニコース

スタンダード(15M)
プレミアム(30M)
スーパープレミアム(120M)
スマてれミニコース（100M）
スマてれベーシックコース（100M）
スマてれデラックスコース（100M）
ピット光（1G）※
ＮＣＮひかり３０メガ※
ＮＣＮひかり２００メガ※
ＮＣＮひかり１ギガ※
ＮＣＮひかり３ギガ※
※は一部エリアのみでの提供

ケーブルプラス電話

出雲ケーブルビジョン

-

プレミアム160（160M）
ハイパー30（30Ｍ）

ケーブルプラス電話

井原放送

-

icvネット100（100M）
icvネット1G(1G)

ケーブルプラス電話

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

岡山ネットワーク

プチコース
ライトコース
ベーシックコース
ベーシックHDコース
デラックスコース
デラックスHDコース
ウルトラコース
瀬戸コース
建部コース
美咲多チャンネルライトコース
美咲多チャンネルベーシックコース
美咲多チャンネルデラックスコース
美咲多チャンネルウルトラコース

スマート20（20M）
プレミアム（25M）
光ハイブリッド160（160M）
oniNetマンションプラン20M
oniNetマンションプラン120M
タブレット30（30M）
タブレット160(160M)
光ゲート100
oni光100M
oni光300M
oni光1G
100Mコース

ケーブルプラス電話

笠岡放送

基本プラン

光ネット100（100M）
光ネット1G（1G）

ケーブルプラス電話

倉敷ケーブルテレビ

デジタルベーシック
デジタルミニ
※専用チューナーSTB利用による

【HFC】
ファスト（30M）
KCTスマートTVベーシック（30M）：SmartTVBOX専用コース
KCTスマートTVミニ（30M）：SmartTVBOX専用コース

地デジコース
ミニコース
エコノミーコース
ベーシックコース
基本チャンネルエコノミー
基本チャンネルプレミアム
多チャンネルエコノミー
多チャンネルプレミアム

スタンダードタイプ(12M)
ビジネスタイプ(12M)
基本チャンネルエコノミー（2M)
多チャンネルエコノミー（2M)
基本チャンネルプレミアム（20M)
多チャンネルプレミアム（20M)
光インターネット (100M)

-

玉島テレビ放送

Gコース
M１コース
M２コース
基本コース

スーパーコース（30M）
プレミアムコース（160M）
お約束プレミアムコース(160M)
お約束スタンダードコース(30M)
たまテレ光プレミアムコース(1G)
たまテレ光スタンダードコース(200M)

ケーブルプラス電話

ちゅピＣＯＭおのみち
（旧：尾道ケーブルテレビ）

-

光プラン 300M
光プラン 100M
光プラン 30M
同軸プラン 30M

ケーブルプラス電話

ケーブル・ジョイ
（府中：ケーブルジョイ、
神石高原：かがやきネット）

ケーブルプラス電話

事業者

ちゅピＣＯＭひろしま

ちゅピＣＯＭふれあい
（旧：ふれあいチャンネル）

アイ・キャン

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

-

ちゅピコスマートテレビS（100M）
ちゅピコスマートテレビA（100M）
ちゅピコスマートテレビC（100M）
ちゅピCOM NET 1M （1M）
ちゅピCOM NET 8M（8M）
ちゅピCOM NET30M（30M）
ちゅピCOM NET160M（160M）
ちゅピCOM光NET 30M（30M）
ちゅピCOM光NET 500M（500M）
ちゅピCOM光NET 1G（1G）
ちゅピCOM NET シンプル！10M
ちゅピＣＯＭ光 ＮＥＴ １Ｇ with auひかり

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話

-

【HFC】※ちゅピコ スマートテレビの新規販売は行っておりません
愛ネット30（30M）（新規販売停止）
ちゅピＣＯＭ ＮＥＴ 100Ｍ
愛ネット光ハイブリッド120（120M）（新規販売停止）
ちゅピＣＯＭ ＮＥＴ 300Ｍ
ちゅピＣＯＭ ＮＥＴ 10Ｍ
ちゅピコ スマートテレビS
（100M）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビS300 （300M）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビA
（100M）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビA300 （300M）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビC
（100M）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビC300 （300M）（新規販売停止）
ちゅピＣＯＭ ＮＥＴ シンプル! 10M
【FTTH】※ちゅピコ スマートテレビの新規販売は行っておりません
ちゅピＣＯＭ光 ＮＥＴ 100Ｍ
愛ネット光220(220M)（新規販売停止）
ちゅピＣＯＭ光 ＮＥＴ 300Ｍ
ちゅピＣＯＭ光 ＮＥＴ 1Ｇ
ちゅピコ スマートテレビS
（100M）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビS300 （300M）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビSギガ（1G）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビA
（100M）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビA300 （300M）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビAギガ（1G）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビC
（100M）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビC300 （300M）（新規販売停止）
ちゅピコ スマートテレビCギガ（1G）（新規販売停止）
ちゅピＣＯＭ ＮＥＴ シンプル! 10M
ちゅピＣＯＭ光 ＮＥＴ １Ｇ with auひかり

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話

-

【HFC】
50Mコース
120Mコース
【FTTH】
光100Mコース
光300Mコース

ケーブルプラス電話

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

ライトコース
デラックスＨＤコース

15Mコース
30Mコース
120Mコース
Kビジョンひかり
〈2019/3/1から順次スタート〉
光エコ
15Mbps
光エコ30
30Mbps
光スタンダード 240Mbps
光スーパー
1Gbps
※商品内容、エリア等についてはKビジョンまでお問合せください。

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話

シティーケーブル周南

-

バリュー50M
プライム100M
CCSスマートステーションベーシック
CCSスマートステーションプレミアム
ひかり100M
ひかり200M
ひかり300Ｍ

ケーブルプラス電話

テレビ津山（TVT）
※2018/11/7～取次開始

ひかりdeテレビ (BSコース or ベーシックコース) ひかりdeネット

ケーブルプラス電話

山口ケーブルビジョン
※2019/2/5～取次開始

スタンダードコース

12Mサービス
26Mサービス
120Mサービス

ケーブルプラス電話

三次ケーブルビジョン（Pionet）

・たっぷりプラン

光インターネット

-

香川テレビ放送網

・KBNひかりテレビ
・スタンダードプラン（終了※）
※既に新規加入停止の既存プランを継続利用
中の方のみ適用

・インターネットサービスひかり100M
・インターネットサービス30M（終了※）
・インターネットサービス160M（終了※）
※既に新規加入停止の既存プランを継続利用中の方のみ適用

ケーブルプラス電話

四国中央テレビ

・デジタルプレミアムコース

・快適ハイパーコース（旧称：ベーシックコース）
・超ウルトラコース（旧称：プレミアコース）
・コスモス光with auひかり

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話

・デジタルベーシックコース

・ICKNET
・ICKNET
・ICKNET
・ICKNET
・ICKNET

ケーブルプラス電話

Kビジョン

今治CATV

1M
5M
15M
30M
120M

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

九州テレコミュニケーションズ(佐世保、
福岡）

【HFC佐世保局】
・30Mプラン （30M）
・160Mプラン（160M）
・100Mプラン
・（トーカン潮見）100Ｍ
・（トーカン潮見）160Ｍ
【HFC（福岡局）】
・スマート7(7M)（福岡局のみ）
・パーソナルプラン(12M)（福岡局のみ）
・30Mプラン （30M）
・160Mプラン （160M）
・スマートパック（30M）
・スマートパック・シンプル(30M)
・スマートパック（100M）
・スマートパック・シンプル(100M)
・マンションお得プラン12（12M）
・マンションお得プラン160（160M）
・マンションお得プラン30(30M)
・マンションお得プラン100(100M)
【ＦＴＴＨ（福岡局一部エリアのみ）】
・15Mプラン
・50Ｍプラン
・100Mプラン
・200Mプラン
・スマートパック（30M）
・スマートパック・シンプル(30M)
・スマートパック（100M）
・スマートパック・シンプル(100M)

ケーブルプラス電話

CRCCメディア

-

・30Mコース
・160Mコース
・CRCCスマートTV（100M）
・CRCCスマートTV withタブレット(100M)

ケーブルプラス電話

・基本サービス

・30Mコース
・100Mコース
・160Mコース
・光100Mコース
・光200Mコース

ケーブルプラス電話

伊万里ケーブルテレビジョン

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

・基本チャンネルコース
・BSチャンネルコース
・多チャンネルコース
・ケーブルワンスマートテレビ

・スタンダードコース(30M）
・プレミアムコース(160M)
・ケーブルワンスマートテレビ（100M）
・ケーブルワンひかり（1G）

ケーブルプラス電話

佐賀シティビジョン

・デジ録ブルーレイ
・ラク録プラン
・デジタルプラン
・ぶんぶんスマートテレビ
・ぶんぶんスマートテレビ マンションタイプ

・ぶんぶん光（1Gｂｐｓ）
・ハイパーコース（50M）
・プラチナコース（120M）
・プレミアムコース（160M）
・集合ＮＥＴ１６０Ｍ
・集合ＮＥＴ１２０Ｍ
・集合ＮＥＴ８０Ｍ
・ぶんぶんスマートテレビ
・ぶんぶんスマートテレビ マンションタイプ

ケーブルプラス光電話
ケーブルプラス電話

ネット鹿島

ワイドプラン
光ワイドプラン
ベーシックプレミアムプラン
光ベーシックプレミアムプラン
デジタルワイドプラン
光デジタルワイドプラン

・光50Ｍコース
・光200Ｍコース
・光1Gコース

ケーブルプラス電話

有田ケーブル・ネットワーク

・イレブンコース
・イレブンBコース
・イレブンCコース

・フレックス光３０
・フレックス光１００
・フレックス光２００
・ブロード
・１６０M

ケーブルプラス電話

藤津ケーブルビジョン

・エースプラン
・プレミアプラン

・はがくれネット光３０
・はがくれネット光１Ｇ
・ブロード３０
・スーパー１６０

ケーブルプラス電話

-

ギガコース（光） 1Ｇbps
ネオコース（光） 300Ｍbps
スタンダードコース（光） 50Ｍbps
ネオコース 100Mbps
スタンダードコース15Mbps

ケーブルプラス電話

-

・ケーブルひかり（1Gbps）
・スタンダード（20M）
・ハイパー（30M）
・マックス（100M）
・スマートＰｌｕｓ デジタルライト（50M）
・スマートＰｌｕｓ ライト(50M)
・スマートPlus(プレミアム)

ケーブルプラス光電話
ケーブルプラス電話

ケーブルワン

諫早ケーブルテレビ

おおむらケーブルテレビ

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

・スタンダードプラン
・マックスプラン
・ncmスマートＢＯＸ スタンダード
・ncmスマートＢＯＸ マックス
・光＠マンション
・ncmスマートBOXスタンダード光マンション
・ncmスマートBOXマックス光マンション
・ncmスマートBOXマックス（1G）
・ncmスマートBOXスタンダード（1G）
・ncmスマートBOXマックス集合A（1G）
・ncmスマートBOXスタンダード集合A（1G）
・ncmスマートBOXマックス集合B（1G）
・ncmスマートBOXスタンダード集合B（1G）

【HFC】
・ハイパー（120M）
・スーパー（30M）
・スマート（30M）
・ＮＣＭスマートＢＯＸ スタンダード（100M）
・ＮＣＭスマートＢＯＸ マックス（100M）
【FTTH】
・光50Mコース（50M）
・光100Mコース（100M）
・光1Gコース（1G）
・光＠スマート（30M）
・光＠ホーム（100M）
・ncmスマートＢＯＸ スタンダード（100M）
・ncmスマートＢＯＸ マックス（100M）
・光＠マンション（２００M）
・ncmスマートBOXスタンダード光マンション（200M)
・ncmスマートBOXマックス光マンション(200M)
・ncmスマートBOXマックス（1G）
・ncmスマートBOXスタンダード（1G）
・ncmスマートBOXマックス集合A（1G）
・ncmスマートBOXスタンダード集合A（1G）
・ncmスマートBOXマックス集合B（1G）
・ncmスマートBOXスタンダード集合B（1G）

ケーブルプラス電話

-

・パワープラン（160M）
・パワープラン（100M）※新規受付停止
・スマートプラン（40M）
・光パワープラン（160M）
・光スマートプラン（40M）

ケーブルプラス電話

CTBメディア

デジタルプラン
合体した蔵plus

【HFC】
・わくわく160プラン
・ＣＴＢスマートテレビ（100M）
【FTTH】
・１ギガプラン（1G）
・200メガプラン（200M）
・CTBスマートテレビ（１G）

ケーブルプラス電話

ケーブルメディアワイワイ

・プレミアムベーシックコース
・プレミアム簡・録コース
・プレミアム簡・録Ⅱコース
・プレミアムブルーレイコース【レンタル】
・プレミアムブルーレイコース【買い取り】
・プレミアムブルーレイⅡコース【レンタル】
・プレミアムブルーレイⅡコース【買い取り】
・スマートテレビコース(TV)

・スマートコース30Mコース（auSV専用プラン）
・ビュンビュン120Mコース
・スマートテレビコース(NET)
・ワイワイひかり

ケーブルプラス電話

長崎ケーブルメディア

西九州電設

事業者

対象TVコース名

対象NETコース名

対象TELコース名

※2017年4月5日（水）よりTVメニュー拡大
・SDベーシックコース（NET：30、100、160）
・ハイビジョンプレミアムコース（NET：30、100、
160）
・ハイビジョンプレミアムコース（超得割）

・プレミアコース（30M）
・プラチナコース（100M）
・ウルトラコース（160M）
・スマートTVプランエコノミー（30M）
・スマートTVプラン（100M）
・スマートTVプラス電話（100M）
・とく割（100M）
・超得割（100M）

ケーブルプラス電話

・ＳＤベーシック
・ＨＤベーシック
・ＨＤプレミア

【ＨＦＣ】
・ベーシックコース（30M）
・スーパー160コース（160M）
（160Mコースは戸建のみ）
・MCN スマートテレビ（30M）
・MCN スマートテレビ with タブレット(30M)
・インターネット増速１００Ｍコースアップ(100M)
【FTTH】
・MCNひかり30Mコース（30M）
・MCNひかり160Mコース（160M）
・MCNひかり1Gコース（1G）
・MCN スマートテレビ（30M）
・MCN スマートテレビ with タブレット(30M)
・インターネット増速１００Ｍコースアップ(100M)

ケーブルプラス電話

皇徳寺ケーブルテレビ

-

・プレミアコース（30M）
・プラチナコース（100M）
・ウルトラコース（160M）
・皇徳寺スマートテレビ（100M）
・とく割（100M）
・超得割（100M）

ケーブルプラス電話

南九州ケーブルテレビネット

・多チャンネルコース

・３０Mコース
・１２０Mコース
・MCTスマート光 with auひかり

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話

テレビやつしろ

・スタンダード
・お手軽

・10M
・3M
・ひこいちテレビwith auひかり 1Gプラン

ケーブルプラス電話
ケーブルプラス光電話

ビィーティーヴィーケーブルテレビ
(BTV)

宮崎ケーブルテレビ

事業者

沖縄ケーブルネットワーク

対象TVコース名
・デジタルポピュラーコース
・デジタルプライムコース
・ケーブルスマートテレビポピュラー30Ｍ
・ケーブルスマートテレビプライム30M
・ケーブルスマートテレビプライム100M
・ケーブルスマートテレビwithタブレット ポピュ
ラー30M
・ケーブルスマートテレビwithタブレット プライム
30M
・ケーブルスマートテレビwithタブレット ポピュ
ラー100M
・ケーブルスマートテレビwithタブレット プライム
100M

対象NETコース名
・プラチナ120（120M）
・プラチナ120グローバル（120M）
・プレミアムコース（30M）★
・ビジネスコース（30M）
・ケーブルスマートテレビポピュラー30Ｍ
・ケーブルスマートテレビプライム30M
・ケーブルスマートテレビプライム100M
・ケーブルスマートテレビwithタブレット ポピュラー30M
・ケーブルスマートテレビwithタブレット プライム30M
・ケーブルスマートテレビwithタブレット ポピュラー100M
・ケーブルスマートテレビwithタブレット プライム100M

対象TELコース名

ケーブルプラス電話

