
　総合申込書や音声告知放送端末機貸与申請書などの申し込みや手続きに関するお問い合わせ先

　　東みよし町役場　企画課　東みよし町加茂3360番地　 0883-82-6302　【受付時間】平日／8:30～17:15

　　※時間外は、当直対応で書類などの受け渡しのみになり、後日、本課で対応させていただきます。

　ケーブルテレビに関するお問い合わせ先

　　ケーブルテレビ徳島　 088-655-4000（時間外:4235）　【受付時間】平日／９:00～20:00　土日祝・年末年始等／9:00～17:00

　　※時間外は録音により受付後、対応致します。【故障修理対応時間】9:00～17:00（故障内容によっては、この時間以外も対応致します。）

　ひかり電話・光インターネットに関するお問い合わせ先

　　申し込みなどに関すること

　　ＮＴＴ西日本　ＩＰコールセンター　 0120-116-116　【受付時間】9:00～17:00

　　故障に関すること

　　ＮＴＴ西日本　ＩＰカスタマサポート　 0120-248-995　【受付時間】9:00～17:00

　　※時間外は録音により受付後、対応致します。【故障修理対応時間】9:00～17:00（故障内容によっては、この時間以外も対応致します。）

　音声告知・町内無料電話故障に関するお問い合わせ先

　　ＮＴＴ西日本　徳島マイタウンセンター 0120-968-107　【受付時間】平日／9:00～17:00

　　※時間外は録音により受付後、対応致します。【故障修理対応時間】9:00～17:00（故障内容によっては、この時間以外も対応致します。）

ケーブルテレビなどの料金・チャンネル一覧

【　持　家　】

１．加入分担金・初期費用・利用料金（ケーブルテレビ）　　　　　　　　　

２．チャンネル一覧・接続イメージ図　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．加入分担金・初期費用・利用料金（ひかり電話・光インターネットなど）

▼各種サービスのお問い合わせ先・故障時の連絡先▼

2017.12

東みよし町　企画課



※金額は、税抜き価格です。

※加入分担金に消費税は課税されません。

1,429円／月

※年払い(一括払い)の設定はありません。

※NHK地上・衛星受信料は含まれておりません。

フジテレビNEXTライブ・プレミアム（DXコースのみお申し込み可） 1,000円／月

Ｍｎｅｔ　HD 1,800円／月

衛星劇場 1,800円／月

衛星劇場　HD 2,000円／月

東映チャンネル　HD 1,500円／月

アニメシアターX（AT－X） 1,800円／月

Ｊ　ＳＰＯＲＴＳ　４ 1,300円／月

ＳＰＥＥＤチャンネル　２ 900円／月

グリーンチャンネル・２　ＨＤ　※２ｃｈセット 1,200円／月

レジャーチャンネル・３・４　※３ｃｈセット 980円／月

WOWOWプライム・ライブ・シネマ　※３ｃｈセット 2,300円／月

スター・チャンネル１・２・３　※３ｃｈセット 2,300円／月

　１．加入分担金・初期費用・利用料金（ケーブルテレビ）

サービス 区　　分 加入分担金及び初期費用（初回のみ） 利　用　料　金 備　　　　　考

基本チャンネル

町：加入分担金　80,000円

テレビトクシマ：宅内工事基本工事費
　　　　　　　　18,000円

多チャンネル 　STB 取付費　8,000円
デジタル
プラス
（一例）

STB１台目 3,500円／月

STB２台目
以降１台につき

1,800円／月

チャンネル名 利 用 料 金

ケーブル
テレビ

※加入分担金は町へ納付していただきます。
※引込設備から宅内設備への接続ができている
　建物については、基本チャンネル宅内工事基
　本工事費が不要となる場合があります。
【基本工事の内容】
　既存のアンテナ設備をV-ONUの出力端子
　に接続し、各部屋のテレビ・録画機器のチャ
　ンネル設定を行います。
※工事内容によって、別途費用が発生する場合
　があります。
※基本チャンネルは、建物内のテレビ（ケーブ
　ル接続されたテレビ）複数台で視聴すること
　が可能です。
※ブースターなどの宅内設備の状況により、B
　S放送が受信できない場合があります。
※STBとは多チャンネルチューナーの事です。
※STBはレンタルとなります。
※多チャンネルを視聴するテレビ１台につき、
　STBも１台必要となります。
※多チャンネルは、ケーブルテレビ徳島に直接、
　お申し込みください。
※追加有料チャンネルは、多チャンネルに加入
　された方が追加できるサービスです。

追加有料
チャンネル



■基本チャンネル

011 101

021 103

031 141

041 151

061 161

071 171

081 181

111 211

121 222

122 他 ※下記図は一例であり、建物により異なります。

※BS放送はBS対応設備が必要です。

■多チャンネル

光ケーブル LANケーブル

521 562 同軸ケーブル モジュラーケーブル

522 563

530 564

531 551

533 559

534 570

537 571

583 572

541 576

542 511

300 512

301 513

317 514

517

地上デジタル放送 ＢＳデジタル放送（パススルー）

四国放送 ＮＨＫ　ＢＳ１

ＮＨＫ　Ｅテレ ＮＨＫ　ＢＳプレミアム

ＮＨＫ　総合 ＢＳ日テレ

毎日テレビ ＢＳ　朝日

ＡＢＣテレビ ＢＳ－ＴＢＳ

テレビ大阪 ＢＳテレ東

関西テレビ ＢＳ　フジ

ちゃんねるトクシマ ＢＳ 11　イレブン

けーぶる１２ ＢＳ 12　トゥエルビ 接続イメージ図
特番チャンネル２（東みよし町専用） 放送大学・Dlifeなど

専門チャンネル

日本映画専門チャンネル　ＨＤ 音楽・ライブ！　スペースシャワーＴＶ

映画・チャンネルＮＥＣＯ ＭＴＶ

ファミリー劇場　ＨＤ 歌謡ポップスチャンネル

スーパー！ドラマＴＶ 日経ＣＮＢＣ

ＦＯＸ　ＨＤ ナショナル　ジオグラフィック

時代劇専門チャンネル　ＨＤ 囲碁・将棋チャンネル

ＡＸＮミステリー　ＨＤ ショップチャンネル

ザ・シネマ　ＨＤ ＱＶＣ

アニマックス　ＨＤ 釣りビジョン　ＨＤ

キッズステーション スカイＡ

お天気チャンネル ＧＡＯＲＡ　ＳＰＯＲＴＳ

小松島競輪 Ｊ　ＳＰＯＲＴＳ　１

ＳＰＥＥＤチャンネル１ Ｊ　ＳＰＯＲＴＳ　２

ゴルフネットワーク

※上記チャンネルプランは一例です。他にもプランがございます。詳しくはケーブルテレビ徳島までお問い合わせください。

　２．チャンネル一覧・接続イメージ図

V-ONU

D-ONU

HGW
告知端末機

電話機

パソコン

デジタルテレビ

ＰＳ



※金額は、税抜き価格です。

※加入分担金に消費税は課税されません。

※町が負担し、行う光ケーブル引込工事以外の宅内配線工事費（例：テレビの宅内配線費やパソコンの接続・設定費など）は、個人負担となります。

※050ＩＰ電話の利用料金や電話の契約タイプなどは、ＮＴＴ西日本ＩＰコールセンターにお問い合わせください。

※住民登録の有る世帯とは、申込日現在、及びその後も町に住民登録される個人を含む世帯をいいます。

※設置された端末機、Ｖ－ＯＮＵ、Ｄ－ＯＮＵ、ＰＳ、電源タップ、各電源アダプタ、光ケーブルなどは、町財産で町から各世帯に貸与されています。

サービス 初期費用（初回のみ） 利　用　料　金 備　　　　　考

4,157円／月
　　　＋

プロバイダ料金

　　　＋

プロバイダ料金

　　　＋
500円／月

　３．加入分担金・初期費用・利用料金（ひかり電話・光ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなど）

サービス 加入分担金（初回のみ） 利　用　料　金 備　　　　　考

音声告知放送
住民
登録

有 0円
0円

※音声告知放送端末機を設置しなければ、ケーブルテレビ・
　音声告知放送・町内無料電話・光インターネット・ひかり
　電話のサービスをご利用いただけません。無 30,000円

町内無料電話 0円 0円
※電話機の購入費や接続工事費は個人負担となります。
※町内無料電話の利用を希望された場合、転送サービスはご
　利用いただけません。

光インターネット
のみ

8,400円

最大概ね　1Ｇｂｐｓ

【初期費用の内訳】
契約料（800円）＋基本工事費（ 4,500円）＋交換機工事費（1,000円）＋回線終端装

置工事費（2,100円）

※プロバイダ料金は、各社によって異なりますので、各自お
　調べいただき、選んでください。
※工事内容によって、別途費用が発生する場合があります。　

参考）ＯＣＮプロバイダ料金 1,200円／月

基本料金

4,157円／月

通話料金 8円／3分

ひかり電話
のみ

12,400円

基本料金 1,560円／月

【初期費用の内訳】
契約料（800円）＋基本工事費（4,500円）＋交換機工事費（1,000円）＋回線終端装
置工事費（2,100円）＋ひかり電話交換機工事費（1,000円）＋同番移行（2,000円）

＋既設中止（1,000円）

※工事内容によって、別途費用が発生する場合があります。
※電話の契約タイプが、エースやオフィスタイプの場合、左
　記の基本料金とは異なります。通話料金 8円／3分

光インターネット
＋

ひかり電話
12,400円

【初期費用の内訳】
契約料（800円）＋基本工事費（4,500円）＋交換機工事費（1,000円）＋回線終端装
置工事費（2,100円）＋ひかり電話交換機工事費（1,000円）＋同番移行（2,000円）

＋既設中止（1,000円）

※プロバイダ料金は、各社によって異なりますので、各自お
　調べいただき、選んでください。
※工事内容によって、別途費用が発生する場合があります。
※電話の契約タイプが、エースやオフィスタイプの場合、左
　記の基本料金とは異なります。


