（報道発表資料）
平成２１年８月５日
株式会社オプティキャスト
スカパーＪＳＡＴ株式会社
ＮＴＴ東日本北海道支店

北海道エリアへの「スカパー！光」のサービス提供エリア拡大と
「フレッツ・テレビ」等のサービスの申込受付開始について
スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長 秋山政徳、以下
スカパーＪＳＡＴ）の子会社である株式会社オプティキャスト（本社：東京都港区、代表取締役
社長 川西将文 、以下オプティキャスト）は、「スカパー！光」の提供エリアを、平成２１年
１０月を目途に北海道札幌市を中心とする一部エリアに拡大する予定です。
また、上記にあわせて東日本電信電話株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 江部
努、以下ＮＴＴ東日本）では、北海道札幌市を中心とする一部エリアに「フレッツ 光ネクスト」
を利用して放送事業者が提供する放送サービスを伝送する「フレッツ・テレビ伝送サービス」の
サービス提供エリアを拡大します。
これにより、北海道エリアにおいては、ＮＴＴ東日本が提供する電気通信サービス「フレッツ 光
ネクスト」、「フレッツ・テレビ伝送サービス」とオプティキャストが提供する放送サービスとを
組み合せてご利用いただくことで地上デジタル放送とＢＳデジタル放送等を受信できる「フレッ
ツ・テレビ」を、平成２１年１０月よりご利用いただけます。
さらに、
「フレッツ・テレビ」のオプションで、多彩な専門チャンネルを視聴できるスカパー
ＪＳＡＴの「スカパー！e２」やオプティキャストの「スカパー！光ＣＳデジタルサービス」もお
楽しみいただけるようになります。
北海道は、首都圏以外のＮＴＴ東日本管内地方エリアにおいて初の大規模なサービス提供地域
となり、従来のインターネット、電話に加え、
「フレッツ光」による新たな付加価値をご提供でき
るものと考えております。

商品概要等については、以下のとおりです。

１．「フレッツ・テレビ」について
（１）商品概要
「フレッツ 光ネクスト」を利用して、オプティキャストの提供する放送サービスによ
り、地上放送（デジタル／アナログ）とＢＳ放送（デジタル／アナログ）が受信できる
サービスです。
（２）北海道エリアでの利用条件
「フレッツ 光ネクスト」のご契約が必要です。
なお、既に「Ｂフレッツ」をご利用いただいているお客様が「フレッツ・テレビ」を
ご利用いただくにあたっては、「フレッツ 光ネクスト」へのサービス変更にて対応させ
て頂きます。
（３）利用料金
月額６８２.５円（税込）
（「フレッツ・テレビ伝送サービス」利用料４７２．５円と「スカパー！光」施設利用料
２１０円を含みます。）

２．「フレッツ・テレビ」のオプションとして視聴できる放送サービス
（１） 「スカパー！ｅ２」
１１０度ＣＳデジタルチューナー内蔵機器をお持ちの場合、お手軽にハイビジョンを含
む約７０チャンネルを視聴いただけるサービスです。
（２） 「スカパー！光ＣＳデジタルサービス」
スカパー！の最大約２８０チャンネルまで視聴いただけるサービスです。ＣＳ有料
チャンネルを視聴いただく各コース（スカパー！光アラカルト／スカパー！光パック
セレクション／スカパー！光パック）の中から、ご希望に合わせた選択が可能となり
ます。
オプションとして視聴できる放送サービスの各コースの利用料金については、別紙１
をご参照願います。

３．初期費用
（１）「スカパー！光」加入料（オプティキャストから請求）
「フレッツ・テレビ」のご契約時に２，９４０円（税込）となります。

（２）工事費
① フレッツ・テレビ工事費（ＮＴＴ東日本から請求）
「フレッツ 光ネクスト」と同時工事の場合は、平成２１年９月３０日（水）まで
に新規にお申し込みをいただき、平成２１年１２月３１日（木）までに開通された
方は、無料となります。
「フレッツ・テレビ」単独工事の場合は、 ６，３００円（税込）となります。
なお、平成２１年１０月以降、「フレッツ 光ネクスト」と「フレッツ・テレビ」を
同時にお申し込みの場合については、ホームページ等にて別途お知らせいたします。
② テレビ接続工事費（オプティキャストから請求）
回線終端装置と同一部屋のテレビ 1 台に対して工事を行った場合（標準工事）は、
８,９２５円（税込）となります。
各部屋に分配された同軸ケーブルにテレビを接続し、各部屋のテレビで視聴を可
能にする場合（ホーム共聴）は、１５,７５０円（税込）となります。
なお、お客様の設備状況や工事内容により異なります。また、上記のテレビ接続
工事費は、平成２１年８月現在の料金となります。

４．サービス提供エリア及びサービス提供予定日
「フレッツ・テレビ」及び「スカパー！光」のサービス提供は以下のとおり開始予定で
す。サービス提供エリアの詳細については、別紙２をご参照ください。
なお、サービス提供エリアの行政区内においても、サービスのご利用をお待ちいただ
いたり、一部ご利用いただけないエリアがございます。
サービス提供エリア

申込受付開始日時

札幌市・小樽市・江別市・千歳市・ 平成２１年８月６日(木）
恵庭市・北広島市・石狩市の一部
午前９時

サービス提供予定日
平成２1 年１０月１日（木）

５．お客さまからのお申し込み、お問い合わせ
お客さまから、オプティキャスト、スカパーＪＳＡＴ、ＮＴＴ東日本の各社に対して、
インターネットまたは電話によるお申し込みが可能となります。

（１） インターネットからのお申し込み、お問い合わせ
・ フレッツ公式ホームページ：http://flets.com/

（２） 電話でのお申し込み、お問い合わせ
・ ＮＴＴ東日本
電話番号：０１２０−１１６１１６（携帯電話・PHS からもご利用いただけます）
受付時間：９：００〜２１：００
（土・日・祝日も受け付けております。
（年末年始１２／２９〜１／３を除く）
）
・ オプティキャスト
「スカパー！光」カスタマーセンター（総合窓口）
電話番号：０４５−２７９−７７７７、０５７０−０１３−９９９
受付時間：１０：００〜２０：００（年中無休）
・ スカパーＪＳＡＴ
「スカパー！ｅ2」カスタマーセンター(フレッツ・テレビ専用ダイヤル)
電話番号：０１２０-６５６-８１１
受付時間：１０：００〜２０：００（年中無休）

＜別紙１＞
「スカパー！e2」 、
「スカパー！光ＣＳデジタルサービス」各コースの利用料金
スカパー！e2

視聴可能なチャンネル

スカパー！e2 基本パック

４，６６２．５円

※１

ＣＳ有料チャンネル<41ch>
スカパー！光
CSデジタル
サービス基本料
４１０円

スカパー！ｅ２
基本パック
（４１ｃｈ）
３，５７０円

スカパー！光
施設利用料
２１０円

フレッツ・テレビ
伝送サービス
利用料

４７２．５円

＝ ３，９８０円
１世帯あたり

ＣＳデジタル１契約あたり

スカパー！e2 チャンネル契約

ＣＳ無料チャンネル<8ch>
ＢＳ
デジタル

ＢＳ
アナログ

地上
デジタル

地上
アナログ

FM
ラジオ

１，５１２．５円〜※１
ＣＳ有料チャンネル<1ch〜>

スカパー！光
CSデジタル
サービス基本料
４１０円

スカパー！ｅ２
チャンネル契約
（１ｃｈ〜）
４２０円

＝

スカパー！光
施設利用料
２１０円

フレッツ・テレビ
伝送サービス
利用料

４７２．５円

８３０円
１世帯あたり

ＣＳデジタル１契約あたり

ＣＳ無料チャンネル<8ch>
ＢＳ
デジタル

ＢＳ
アナログ

地上
デジタル

地上
アナログ

FM
ラジオ

視聴可能なチャンネル※2

スカパー！光ＣＳデジタルサービス
４，９５７．５円※1

スカパー！光パックコース

ＣＳ有料チャンネル <６７ｃｈ>
スカパー！光
CSデジタル
サービス基本料
４１０円

スカパー！光
CSﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰ
レンタル料
３１５円

スカパー！
光パック
（６７ｃｈ）
３，５５０円

スカパー！光
施設利用料
２１０円

フレッツ・テレビ
伝送サービス
利用料

４７２．５円

＝ ４，２７５円
１世帯あたり

ＣＳデジタル１契約あたり

スカパー！光パックセレクションコース

ＣＳ無料チャンネル <１２ｃｈ>
ＢＳ
デジタル

ＢＳ
アナログ

地上
デジタル

地上
アナログ

FM
ラジオ

４，３５７．５円※1
ＣＳ有料チャンネル <５０ｃｈ>

スカパー！光
CSデジタル
サービス基本料
４１０円

スカパー！光
CSﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰ
レンタル料
３１５円

スカパー！
光ﾊﾟｯｸｾﾚｸｼｮﾝ
（５０ｃｈ）
２，９５０円

スカパー！光
施設利用料
２１０円

フレッツ・テレビ
伝送サービス
利用料

４７２．５円

＝ ３，６７５円

ＣＳ無料チャンネル <１２ｃｈ>
ＢＳ
デジタル

ＢＳ
アナログ

地上
デジタル

地上
アナログ

FM
ラジオ

１世帯あたり

ＣＳデジタル１契約あたり

スカパー！光アラカルトコース

１，６１７．５円〜※1
ＣＳ有料チャンネル<１ｃｈ〜>

スカパー！光
CSデジタル
サービス基本料
４１０円

スカパー！光
CSﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰ
レンタル料
３１５円

セット・アラカルト
２１０円〜

＝

スカパー！光
施設利用料
２１０円

フレッツ・テレビ
伝送サービス
利用料

４７２．５円

９３５円〜

ＣＳデジタル１契約あたり

ＣＳ無料チャンネル<１２ｃｈ>
ＢＳ
デジタル

ＢＳ
アナログ

地上
デジタル

地上
アナログ

FM
ラジオ

１世帯あたり

※1 料金表示は税込です。また、ＮＴＴ東日本の「フレッツ 光ネクスト」の月額利用料が別途必要となります。
※2 平成21年8月現在の視聴可能チャンネルとなります。

＜別紙２＞
サービス提供エリアの住所一覧(1/2)
次の行政区内において「フレッツ・テレビ」及び「スカパー！光」のサービス提供を開始予定で
す。本表に記載の行政区内においても、サービスのご利用をお待ちいただいたり、一部ご利用い
ただけないエリアがございます。

市町村名

提供住所

札幌市

中央区、北区、東区、白石区、豊平区、西区、厚別区、手稲区、清田区 及び
南区の南三十条〜三九条、石山、石山東、硬石山、川沿、北ノ沢、澄川、滝野、常盤、中ノ沢、
藤野、真駒内、真駒内曙町、真駒内泉町、真駒内柏丘、真駒内上町、真駒内幸町、真駒内本町、
真駒内緑町、真駒内南町、真駒内東町、真駒内公園、南沢、藻岩下、藻岩山、芸術の森

小樽市

相生町、赤岩１〜３丁目、旭町、朝里１〜４丁目、朝里川温泉１〜３丁目、有幌町、石山町、
稲穂１〜５丁目、入船１〜５丁目、色内１〜３丁目、梅ケ枝町、奥沢１〜５丁目、オタモイ１丁目、
勝納町、桂岡町、幸１〜４丁目、堺町、桜１〜５丁目、潮見台１〜４丁目、塩谷３・４丁目、
東雲町、清水町、祝津１〜４丁目、新光１〜５丁目、新光町、新富町、末広町、住ノ江１・２丁目、
住吉町、銭函１〜５丁目、高島１〜５丁目、築港、手宮１〜３丁目、天狗山１・２丁目、
天神１〜４丁目、富岡１・２丁目、豊川町、長橋１〜５丁目、錦町、信香町、花園１〜５丁目、
張碓町、春香町、船浜町、星野町、望洋台１〜４丁目、真栄１・２丁目、松ケ枝１・２丁目、
緑１〜５丁目、港町、見晴町、最上１・２丁目、山田町、若竹町、若松１・２丁目

江別市

一条１〜３丁目、二・三条１〜６丁目、四・五条１〜７丁目、六条５〜８丁目、七条６〜８丁目、
八条７・８丁目、あけぼの町、朝日町、一番町、江別太、王子、大麻、大麻泉町、大麻扇町、
大麻栄町、大麻沢町、大麻新町、大麻園町、大麻高町、大麻中町、大麻西町、大麻晴美町、
大麻東町、大麻南樹町、大麻宮町、大川通、角山、上江別、上江別西町、上江別東町、
上江別南町、工栄町、幸町、篠津、高砂町、対雁、東光町、豊幌、中島、錦町、西野幌、
野幌末広町、野幌住吉町、野幌東町、野幌松並町、野幌代々木町、野幌町、野幌若葉町、
萩ケ岡、東野幌、東野幌本町、文京台、文京台東町、文京台南町、牧場町、緑町西１〜３丁目、
緑町東１〜４丁目、美原、向ケ丘、元江別、元野幌、元町、八幡、弥生町、若草町、中央町、
元江別本町、大麻北町、大麻元町、文京台緑町、見晴台、東野幌町、野幌寿町、野幌屯田町、
野幌美幸町、緑ケ丘、いずみ野、あさひが丘、豊幌花園町、豊幌はみんぐ町、豊幌美咲町、
ゆめみ野東町、ゆめみ野南町、萌えぎ野中央、萌えぎ野西、萌えぎ野東、大麻桜木町、
大麻ひかり町、新栄台

千歳市

青葉１〜８丁目、青葉丘、朝日町１〜８丁目、泉沢、稲穂１〜４丁目、梅ケ丘１〜３丁目、
長都、柏台、春日町１〜５丁目、桂木１〜６丁目、釜加、上長都、北信濃、寿１〜３丁目、
駒里、幸町１〜６丁目、栄町１〜７丁目、桜木１〜５丁目、里美１〜５丁目、支寒内、
信濃１〜４丁目、東雲町１〜５丁目、清水町１〜７丁目、祝梅、白樺１〜６丁目、真町、
新富１〜３丁目、自由ケ丘１〜７丁目、末広１〜８丁目、末広町、住吉１〜５丁目、
高台１〜６丁目、千代田町１〜７丁目、東郊１・２丁目、富丘１〜４丁目、錦町１〜４丁目、
根志越、花園１〜７丁目、日の出丘、美々、富士１〜４丁目、平和、北栄１・２丁目、
北斗１〜６丁目、本町１〜５丁目、真々地１〜４丁目、緑町１〜５丁目、都、大和１〜４丁目、
弥生１〜３丁目、蘭越、若草１〜５丁目、豊里１〜５丁目、日の出１〜５丁目、
旭ケ丘１〜４丁目、柏陽１〜５丁目、福住１〜４丁目、文京１〜６丁目、北光１〜７丁目、
長都駅前１〜４丁目、北陽１〜４丁目、流通１〜３丁目、あずさ１〜３丁目、あずさ５丁目、
幸福１〜４丁目、清流１〜８丁目、柏台南１・２丁目、新星１・２丁目、勇舞１〜８丁目

サービス提供エリアの住所一覧(1/2)

市町村名

恵庭市

北広島市

石狩市

提供住所
相生町、有明町、有明町１〜６丁目、漁太、漁町、泉町、恵南、大町１〜４丁目、
柏木町、春日、上山口、北柏木１、３〜５丁目、京町、恵央町、島松南１〜４丁目、
島松寿町１〜２丁目、島松仲町１〜３丁目、中央、戸磯、中島町、緑町１〜２丁目、
本町、和光１〜５丁目、北柏木町３〜５丁目、京町、恵央町、幸町１〜４丁目、
栄恵町、桜町１〜４丁目、桜森、島松沢、新町、末広町、中央、戸磯、中島町、
中島町１〜６丁目、柏陽町１丁目、柏陽町３・４丁目、盤尻、福住町１〜３丁目、
文京町１〜４丁目、牧場、緑町１・２丁目、本町、和光町１〜５丁目、黄金北１〜４丁目、
白樺町１〜４丁目、駒場町１〜６丁目、美咲野１〜６丁目、住吉町１〜４丁目、
黄金中央１〜５丁目、黄金南１〜７丁目、島松東町１〜４丁目、島松本町１〜４丁目、
下島松、西島松、南島松、恵み野西１〜６丁目、恵み野南１〜４丁目、
恵み野北１〜７丁目、恵み野東１〜７丁目
青葉町１〜４丁目、朝日町１〜６丁目、泉町１〜４丁目、稲穂町西１〜８丁目、
稲穂町東１〜１２丁目、北の里、共栄、共栄町１〜５丁目、広葉町１〜５丁目、栄町１〜４丁目、
里見町１〜７丁目、白樺町１〜３丁目、新富町西１〜４丁目、新富町東１・２丁目、
高台町１〜７丁目、中央１〜６丁目、輝美町、富ケ岡、中の沢、西の里、東共栄１〜４丁目、
東の里、広島、北進町１〜４丁目、松葉町１〜６丁目、美沢１〜５丁目、南町１〜４丁目、
南の里、山手町１〜８丁目、緑陽町１〜３丁目、若葉町１〜４丁目、美咲き野１〜３丁目、
大曲、大曲工業団地１〜８丁目、大曲末広１〜７丁目、大曲中央１〜３丁目、
大曲柏葉１〜５丁目、大曲光１〜４丁目、大曲緑ケ丘１〜７丁目、大曲南ケ丘１〜５丁目、
希望ケ丘１〜５丁目、輪厚、大曲幸町１・２丁目、大曲並木１〜３丁目、輪厚中央１〜５丁目、
輪厚元町１・２丁目
新港西１〜３丁目、樽川三〜七条１〜３丁目、樽川八条３丁目、樽川九条１〜３丁目、
花川北一〜三条１〜６丁目、花川北四条１〜５丁目、花川北五条１〜３丁目、
花川北六条１〜５丁目、花川北七条１〜３丁目、花川東一条１〜４丁目、
花川東二条１〜３丁目、花川南一・二条１〜６丁目、花川南三条１〜５丁目、
花川南四〜五条１〜６丁目、花川南六〜九条１〜５丁目、花川南十条１〜４丁目、
緑苑台中央１〜３丁目、緑苑台西一条２・３丁目、緑苑台西二条３丁目、
緑苑台東一・二条１・２丁目、緑苑台東三条１〜３丁目、樽川、花畔、花川、花川東

