平成 22 年 2 月 1 日
（報道発表資料）
株式会社オプティキャスト
ＮＴＴ西日本

大阪支店
大阪東支店
大阪南支店

大阪エリアにおける「フレッツ・テレビ」および｢スカパー！光｣等の
提供エリア拡大とお申し込み受付開始について
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）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、
大阪府の「スカパー！光」の提供エリアを平成 22 年 2 月 15 日（月）を目途に拡大する予定です。
また、上記にあわせてＮＴＴ西日本では、「フレッツ光」 ※ １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」の提供エリアを拡大します。
これにより、「フレッツ・テレビ」および｢スカパー！光｣について平成 22 年 2 月 4 日（木）より以下のエ
リアについても受付を開始します。
※1 ＮＴＴ西日本が提供する「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」、「フレッツ･光プレミアム ファミリータイプ」がフレッツ・テレビ伝送サ
ービス提供の対象サービスとなります。マンションタイプ等他のサービスプランではご利用いただけません。

１．サービス提供拡大エリアおよびお申し込み受付開始日等について
「フレッツ・テレビ」及び｢スカパー！光｣のお申込受付およびサービス提供は、以下のエリアです。
府県名

大阪府

＊

行政区域

お申し込み受付開始日

サービス提供開始日

大阪市、高槻市、枚方市、
交野市（各市の一部地域）

平成 22 年 2 月 4 日（木）

平成 22 年 2 月 15 日（月）

柏原市、富田林市、羽曳野市、
藤井寺市、南河内郡太子町、
八尾市（各市町の一部地域）、
河内長野市のほぼ全域

平成 22 年 2 月 17 日（水）

平成 22 年 4 月 12 日（月）

平成 22 年 4 月サービス提供開始エリアの工事日については、平成 22 年 4 月 1 日（木）より、順次、NTT 西日本よりお申込
いただいたお客さまへご連絡を差し上げた上で、決定させていただきます。

＊ サービス提供地域内においても、一部、弊社設備の状況等により、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスを提供
できない場合があります。
＊ 上記サービス提供拡大エリアの詳細については、【別紙１】をご参照ください。

２．「フレッツ・テレビ」の概要
「フレッツ・テレビ」とは、ＮＴＴ西日本が提供する電気通信サービス「フレッツ光」 上記※１ 、「フレッ
ツ・テレビ伝送サービス」の契約と、オプティキャストが提供する「オプティキャスト施設利用サービ
ス」の契約により、アンテナを設置することなく ※2ご家庭のテレビで地上放送（デジタル/アナログ）
とBS放送（デジタル/アナログ）放送、更にオプションでＣＳ放送 ※3が受信できるサービスです。地
上/ＢＳデジタル放送を受信するには、対応テレビまたはチューナーが必要です。
提供エリアはＨ22 年 1 月現在、大阪、兵庫、愛知、徳島の一部です。フレッツ・テレビの提供エ
リアについては 0120-116116 にお問 合せいただくか、または フレッツ公 式ホームページ
（http://flets-w.com/ftv/）にてご確認ください。

※ 提供条件、提供料金については【別紙２】をご参照ください。
※２ 現在アンテナで視聴中の番組が一部受信できない場合があります。
※３ スカパー！の専門チャンネル放送の視聴には、各放送サービス事業者とのご契約、料金、対応チューナーが必要です。
＊ フレッツ・テレビ以外の地上デジタル放送の受信方法については、（社）デジタル放送推進協会ホームページ
（http://www.dpa.or.jp/）にてご確認ください。

３．スカパー！光の概要
「フレッツ・テレビ」を利用してスカパー！の最大約 280 チャンネルまで視聴できるサービスです。
ＣＳ有料チャンネルを視聴いただく各コース（スカパー！光パック・スカパー！光パックセレクシ
ョン・スカパー！光アラカルト）の中から、ご希望に合わせた選択が可能となります。
※ 提供条件、提供料金については【別紙 3】をご参照ください。
＊ 約 280 チャンネルは、テレビ約 180 チャンネル、ラジオ約 100 チャンネルの合計です。
＊ スカパー！光の専門チャンネルをご覧になるには、テレビ１台ごとにＣＳデジタルチューナーが必要です。

４．お客さまからのお申し込み、お問い合わせ
（１）インターネットからのお申し込み、お問い合わせ
■スカパー！光ホームページ：http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/
■フレッツ公式ホームページ：http://flets-w.com/
（２）電話でのお申し込み、お問い合わせ
■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）
TEL：045-279-7777 または 0570-013-999
受付時間：10：00〜20：00（年中無休）
■ＮＴＴ西日本
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・祝日も受付しております。年末年始１２／２９〜１／３を除きます。）
＊

ＮＴＴ西日本エリア以外からはご利用になれません。

（３）スカパー！光ＣＳデジタルチューナーレンタル等に関する注意事項
■スカパー！光用デジタルチューナー等レンタルサービス契約約款】
http://www.opticast.jp/yakkan/resources/pdf/9̲090930̲rental.pdf

【別紙１】サービス提供拡大およびお申し込み受付開始エリアについて
お申し込み受付
開始日

提供予定日

サービス提供拡大エリア
大阪市阿倍野区
阿倍野筋 1〜5 丁目、丸山通 1〜2 丁目、共立通 1〜2 丁目、橋本町、
松虫通 1〜3 丁目、晴明通、相生通 1〜2 丁目、帝塚山 1 丁目、
北畠 2〜3 丁目、旭町 1〜3 丁目

大阪市港区
市岡元町 1〜3 丁目、南市岡 1〜3 丁目、波除 1〜6 丁目

大阪市住之江区
御崎 1〜8 丁目、柴谷 1〜2 丁目、新北島 1〜8 丁目、西加賀屋
1〜4 丁目、泉 1〜2 丁目、中加賀屋 1〜4 丁目、
東加賀屋 1〜4 丁目、南加賀屋 1〜4 丁目、南港中 1〜8 丁目、
南港東 1〜9 丁目、南港南 1〜7 丁目、南港北 1〜3 丁目、
平林南 1〜2 丁目、平林北 1〜2 丁目、北加賀屋 1〜5 丁目、
北島 1〜3 丁目、緑木 1〜2 丁目

大阪市住吉区
帝塚山西 1 丁目

大阪市西区
阿波座 1〜2 丁目、安治川 1〜2 丁目、京町堀 1〜3 丁目、
境川 1〜2 丁目、九条 1〜3 丁目、九条南 1〜4 丁目、
江戸堀 1〜3 丁目、江之子島 1〜2 丁目、新町 1〜4 丁目、
西本町 1〜3 丁目、千代崎 1〜3 丁目、川口 1〜4 丁目、
土佐堀 1〜3 丁目、南堀江 1〜4 丁目、北堀江 1〜4 丁目、

平成22年
2月4日（木）

平成22年
2月15日（月）

本田 1〜4 丁目、立売堀 1〜6 丁目、靱本町 1〜3 丁目

大阪市西成区
旭 1〜3 丁目、花園南 1〜2 丁目、花園北 1〜2 丁目、岸里 1〜3 丁目、
岸里東 1〜2 丁目、橘 1〜3 丁目、玉出西 1〜2 丁目、
玉出中 1〜2 丁目、玉出東 1〜2 丁目、山王 1〜3 丁目、
出城 1〜3 丁目、松 1〜3 丁目、聖天下 1〜2 丁目、千本中 1〜2 丁目、
千本南 1〜2 丁目、千本北 1〜2 丁目、太子 1〜2 丁目、
中開 1〜3 丁目、潮路 1〜2 丁目、長橋 1〜3 丁目、津守 1〜3 丁目、
鶴見橋 1〜3 丁目、天下茶屋 1〜3 丁目、天下茶屋東 1〜2 丁目、
天下茶屋北 1〜2 丁目、天神ノ森 1〜2 丁目、南開 1〜2 丁目、
南津守 1〜7 丁目、梅南 1〜3 丁目、萩之茶屋 1〜3 丁目、
北開 1〜2 丁目、北津守 1〜4 丁目

大阪市中央区
安土町 1〜3 丁目、安堂寺町 1〜2 丁目、瓦屋町 1〜3 丁目、
瓦町 1〜4 丁目、久太郎町 1〜4 丁目、玉造 1〜2 丁目、
高津 1〜3 丁目、高麗橋 1〜4 丁目、今橋 1〜4 丁目、材木町、
糸屋町 1〜2 丁目、宗右衛門町、十二軒町、松屋町、松屋町住吉、
上汐 1〜2 丁目、上町、上町 1 丁目、上本町西 1〜5 丁目、
城見 1〜2 丁目、常盤町 1〜2 丁目、心斎橋筋 1〜2 丁目、
森ノ宮中央 1〜2 丁目、神崎町、西心斎橋 1〜2 丁目、
石町 1〜2 丁目、千日前 1〜2 丁目、船越町 1〜2 丁目、
船場中央 1〜4 丁目、鎗屋町 1〜2 丁目、大阪城、大手前 1〜4 丁目、
大手通 1〜3 丁目、谷町 1〜9 丁目、淡路町 1〜4 丁目、
中寺 1〜2 丁目、釣鐘町 1〜2 丁目、天満橋京町、島町 1〜2 丁目、

島之内 1〜2 丁目、東高麗橋、東心斎橋 1〜2 丁目、東平 1〜2 丁目、
道修町 1〜4 丁目、道頓堀 1〜2 丁目、徳井町 1〜2 丁目、
内久宝寺町 1〜4 丁目、内淡路町 1〜3 丁目、内平野町 1〜3 丁目、
内本町 1〜2 丁目、南久宝寺町 1〜4 丁目、南新町 1〜2 丁目、
南船場 1〜4 丁目、南本町 1〜4 丁目、難波 1〜5 丁目、難波千日前、
日本橋 1〜2 丁目、農人橋 1〜3 丁目、馬場町、博労町 1〜4 丁目、
備後町 1〜4 丁目、伏見町 1〜4 丁目、粉川町、平野町 1〜4 丁目、
法円坂 1〜2 丁目、北久宝寺町 1〜4 丁目、北新町、北浜 1〜4 丁目、
北浜東、本町 1〜4 丁目、本町橋、龍造寺町、和泉町 1〜2 丁目

大阪市天王寺区
逢阪 1〜2 丁目、烏ケ辻 1〜2 丁目、餌差町、下寺町 1〜2 丁目、
下味原町、玉造元町、玉造本町、空清町、空堀町、国分町、
細工谷 1〜2 丁目、四天王寺 1〜2 丁目、寺田町 1〜2 丁目、舟橋町、
勝山 1〜4 丁目、小宮町、小橋町、松ケ鼻町、上汐 3〜6 丁目、
上之宮町、上本町 1〜9 丁目、城南寺町、真田山町、真法院町、
清水谷町、生玉寺町、生玉前町、生玉町、石ケ辻町、
大道 1〜5 丁目、茶臼山町、東高津町、東上町、堂ケ芝 1〜2 丁目、
南河堀町、悲田院町、筆ケ崎町、北河堀町、北山町、堀越町、
味原町、味原本町、夕陽丘町、伶人町、六万体町

大阪市都島区
中野町 1〜4 丁目、東野田町 1〜5 丁目、片町 1〜2 丁目、網島町

大阪市福島区
吉野 1〜2 丁目、玉川 1〜4 丁目、福島 4 丁目

大阪市北区
角田町、錦町、紅梅町、国分寺 1〜2 丁目、黒崎町、山崎町、
芝田 1〜2 丁目、小松原町、松ケ枝町、神山町、菅栄町、菅原町、
西天満 1〜6 丁目、扇町 1〜2 丁目、曽根崎 1〜2 丁目、太融寺町、
大深町、池田町、茶屋町、中崎 1〜3 丁目、中崎西 1〜4 丁目、
中津 1〜7 丁目、中之島 1〜6 丁目、長柄西 1〜2 丁目、
長柄中 1〜3 丁目、長柄東 1〜3 丁目、鶴野町、天神橋 1〜8 丁目、
天神西町、天満 1〜4 丁目、天満橋 1〜3 丁目、兎我野町、
東天満 1〜2 丁目、同心 1〜2 丁目、堂山町、南森町 1〜2 丁目、
南扇町、樋之口町、浮田 1〜2 丁目、豊崎 1〜7 丁目、
本庄西 1〜3 丁目、本庄東 1〜3 丁目、末広町、万歳町、野崎町、
与力町、浪花町

大阪市浪速区
芦原 1〜2 丁目、稲荷 1〜2 丁目、塩草 1〜3 丁目、下寺 1〜3 丁目、
久保吉 1〜2 丁目、恵美須西 1〜3 丁目、恵美須東 1〜3 丁目、
元町 1〜3 丁目、幸町 1〜3 丁目、桜川 1〜4 丁目、戎本町 1〜2 丁目、
大国 1〜3 丁目、難波中 1〜3 丁目、日本橋 3〜5 丁目、
日本橋西 1〜2 丁目、日本橋東 1〜3 丁目、敷津西 1〜2 丁目、
敷津東 1〜3 丁目、湊町 1〜2 丁目、木津川 1〜2 丁目、
立葉 1〜2 丁目、浪速西 1〜4 丁目、浪速東 1〜3 丁目

高槻市
井尻１〜２丁目、梶原４・６丁目、梶原中村町、五領町、
上牧町１〜５丁目、上牧南駅前町、前島、前島１〜５丁目、
東上牧１〜３丁目、東天川４〜５丁目、道鵜町１〜６丁目、
萩之庄３〜５丁目、野田東１〜２丁目、淀の原町の各全域

枚方市
王仁公園、宗谷１〜２丁目、春日元町１〜２丁目、
春日西町１〜４丁目、春日東町１〜２丁目、春日北町１〜５丁目、
春日野１〜２丁目、杉１〜４丁目、杉山手１〜３丁目、
杉責谷１丁目、杉北町１丁目、尊延寺１〜６丁目、杉、尊延寺、
津田、穂谷、大峰元町１〜２丁目、大峰東町、大峰南町、
大峰北町１〜２丁目、長尾宮前１〜２丁目、長尾台１〜４丁目、
長尾東町１〜３丁目、津田駅前１〜２丁目、津田元町１〜４丁目、
津田山手１〜２丁目、津田西町１〜３丁目、津田東町１〜３丁目、
津田南町１〜２丁目、津田北町１〜３丁目、藤阪天神町、
藤阪東町１〜４丁目、氷室台１丁目、穂谷１〜３丁目、野村元町、
野村中町、野村南町、野村北町の各全域
および藤阪南町３丁目、の各一部

交野市
幾野 6 丁目の一部

お申し込み受付
開始日

提供予定日

サービス提供拡大エリア
柏原市
旭ヶ丘 1〜4 丁目、円明町、河原町、玉手町、古町１〜３丁目、
国分市場 1〜2 丁目、国分西 1〜2 丁目、国分東条町、
国分本町１〜７丁目、今町１〜２丁目、山ノ井町、
上市１〜４丁目、清洲１〜２丁目、石川町、太平寺１〜２丁目、
大県１〜４丁目、高井田、大正１〜３丁目、田辺１〜２丁目、
堂島町、平野１〜２丁目、片山町、法善寺１〜４丁目、
本郷１〜５丁目の各全域
および安堂町、青谷、太平寺の各一部

富田林市
かがり台、旭ヶ丘町、粟ヶ池町、喜志新家町１〜２丁目、
喜志町１〜５丁目、久野喜台１〜２丁目、宮甲田町、
宮町１〜３丁目、錦ヶ丘町、錦織中１〜２丁目、
錦織東１〜３丁目、錦織南１〜２丁目、錦織北１〜３丁目、
金剛伏山台、向陽台１〜５丁目、甲田１〜６丁目、
高辺台１〜３丁目、桜ヶ丘町、桜井町１〜２丁目、
山中田町２〜３丁目、寺池台１〜５丁目、若松町１〜５丁目、
若松町西１〜３丁目、若松町東１〜３丁目、寿町１〜４丁目、
小金台１〜４丁目、昭和町１〜２丁目、常磐町、新家１〜２丁目、
須賀１〜３丁目、清水町、川面町１〜２丁目、喜志、錦織、甲田、
新堂、須賀、中野、南大伴、伏山、北大伴、毛人谷、谷川町、
中野町１〜３丁目、中野町東１〜２丁目、中野町西１〜２丁目、

平成22年
2月17日（水）

平成22年
4月12日（月）

津々山台１〜５丁目、藤沢台１〜３・５〜７丁目、南旭ヶ丘町、
南大伴町１〜４丁目、楠町、廿山１〜２丁目、梅の里１〜４丁目、
美山台、富田林町、富美ヶ丘町、平町１〜２丁目、
北大伴町 1 丁目・３〜４丁目、本町、木戸山町、
緑ヶ丘町の各全域
および山中田町 1 丁目、西板持町９丁目、廿山、別井、
東板持町 1 丁目、藤沢台４丁目、北大伴町２丁目の各一部

羽曳野市
はびきの 1〜２丁目、羽曳が丘１〜10 丁目、羽曳が丘西２〜５・
７丁目、碓井 1 丁目、栄町、学園前１〜４丁目、駒ケ谷、
軽里２〜３丁目、古市、古市１〜７丁目、広瀬、尺度、西浦、
西浦１〜６丁目、川向、蔵之内、大黒、通法寺、東阪田、
桃山台１〜２丁目、南古市１〜３丁目、白鳥１〜３丁目、
飛鳥、誉田、誉田１〜２丁目、壺井の各全域
およびはびきの３〜６丁目、伊賀 3 丁目、羽曳が丘西１・６丁目、
碓井２〜３丁目、河原城、学園前５〜６丁目、軽里 1 丁目、
埴生野、翠鳥園、誉田３〜４・６丁目の各一部

藤井寺市
川北１〜３丁目の各全域
および小山７丁目、青山１・３丁目の各一部

南河内郡太子町
春日の一部

八尾市
恩地中町１〜５丁目、恩地南町２〜５丁目、恩地北町２〜４丁目、
垣内１〜６丁目、楽音寺１〜７丁目、弓削町１〜３丁目、弓削町
南１〜３丁目、教興寺１〜７丁目、郡川２〜６丁目、
黒谷１〜６丁目、志紀町１〜３丁目、志紀町西１〜４丁目、
志紀町南１〜４丁目、若林町１〜３丁目、沼１〜４丁目、
神宮寺３〜５丁目、神立１〜６丁目、水越１〜８丁目、
西弓削１〜３丁目、千塚１〜３丁目、太田１〜８丁目、
太田新町１〜９丁目、恩地、垣内、楽音寺、教興寺、郡川、黒谷、
山畑、神立、千塚、大窪、東弓削、二俣、服部川、
大竹２〜８丁目、天王寺屋２〜３・５〜７丁目、
田井中１〜４丁目、東弓削３丁目、二俣１〜３丁目、
服部川１〜９丁目、東老原２丁目の各全域
および恩地南町１丁目、恩地北町１丁目、空港１丁目、
郡川１丁目、曙川東８丁目、曙町４丁目、神宮寺１〜２丁目、
大竹１丁目、天王寺屋１・４丁目、東弓削１〜２丁目、
老原４丁目の各一部

河内長野市
あかしあ台１〜２丁目、旭ヶ丘、栄町、下里町、加賀田、河合寺、
岩瀬、喜多町、菊水町、桐ヶ丘、錦町、原町、原町１〜６丁目、
古野町、向野町、高向、三日市町、市町、寺元、自由が丘、
汐の宮町、寿町、小塩町、小山田町、小深、昭栄町、松ヶ丘西町、
松ヶ丘中町、松ヶ丘東町、上原西町、上原町、上田町、神ガ丘、
清見台１〜５丁目、清水、西代町、西之山町、西片添町、石見川、
石仏、千代田台町、千代田南町、荘園町、太井、大師町、
大矢船西町、大矢船中町、大矢船南町、大矢船北町、滝畑、
中片添町、長野町、天見、天野町、唐久谷、東片添町、南ヶ丘、
南花台１〜8 丁目、南貴望ヶ丘、南青葉台、楠ヶ丘、楠町西、
楠町東、日東町、日野、鳩原、美加の台１〜７丁目、北貴望ヶ丘、
北青葉台、本多町、本町、末広町、木戸１〜３丁目、
木戸西町１〜３丁目、木戸町、木戸東町、野作町、流谷、
緑ヶ丘中町、緑ヶ丘南町、緑ヶ丘北町の各全域
※サービス提供地域、時期等については変更する場合があります。
※本表に記載の行政区内でも、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地域があります。

【別紙２】
【フレッツ・テレビについて】
（１）提供条件
ＮＴＴ西日本が提供する「フレッツ光」（「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」、「フレッツ・光プ
レミアム ファミリータイプ」のいずれか）のご契約が必要です。マンションタイプ等他のサービスプ
ランではご利用いただけません。
（２）提供料金
■初期費用（税込）
（フレッツ光とフレッツ・テレビを新規で同時にお申込のお客さま）
接続パターン
料金
フレッツ光工事費
ＮＴＴ
西日本より
ご請求

オプティ
キャスト
よりご請求

合計

テレビを複数台
接続する場合

テレビ１台を
接続する場合

ご自分でテレビ
接続する場合

フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ

０円
３，６７５円

フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ

フレッツ光 初期工事費割引キャンペーン適用※1

フレッツ光契約料

８４０円

フレッツ・テレビ
伝送サービス工事費

０円
フレッツ・テレビ 初期工事費割引キャンペーン適用※2

フレッツ・テレビ
伝送サービス契約料

８４０円

オプティキャスト
施設利用登録料

２，９４０円

テレビ接続工事費

１５，７５０円

８，９２５円

−

フレッツ 光ネクスト
ファミリータイプの場合

２０，３７０円

１３，５４５円

４，６２０円

フレッツ・光プレミアム
ファミリータイプの場合

２４，０４５円

１７，２２０円

８，２９５円

テレビを複数台
接続する場合

テレビ１台を
接続する場合

ご自分でテレビ
接続する場合

（フレッツ光をご利用中のお客さま）
接続パターン
料金
ＮＴＴ
西日本より
ご請求
オプティ
キャスト
よりご請求

フレッツ・テレビ
伝送サービス工事費

７，６６５円
フレッツ・テレビ 初期工事費割引キャンペーン適用※2

フレッツ・テレビ
伝送サービス契約料

８４０円

オプティキャスト
施設利用登録料

２，９４０円

テレビ接続工事費

１５，７５０円

８，９２５円

−

合計

２７，１９５円

２０，３７０円

１１，４４５円

＊ テレビを複数台接続する場合でブースター交換が必要な場合、別途 10,500 円（税込）がかかります。
＊ 料金は一例です。お客さまの設備状況等によりオプション工事（有料）が必要となる場合があります。オプション工事について
は、お客さまとご相談させていただいた後に実施させていただきますので、詳細は工事担当者にご相談ください。
＊ ＴＶ用回線終端装置とテレビを別の部屋に設置する場合、テレビ接続工事費がテレビ一台でも 15,750 円（税込）となる場合が
あります。
＊

テレビ接続工事費の請求につきましては、オプティキャスト施設利用登録料の請求とずれる場合がございます

※1 【フレッツ光 初期工事費割引キャンペーンについて】
・

「初期工事費割引キャンペーン」は、フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、フレッツ・光プレミアム ファミリータイプを 2010 年
5 月 31 日（月）までに（キャンペーン期間は延長されることがあります）新規にお申し込みで、かつ、「CLUB NTT-West（入会
金・年会費無料の会員制プログラム）へご入会のお客さまを対象に、15 ヶ月間の継続利用を条件に回線の初期工事費を割
引くキャンペーンです（お申し込みが必要です）。お客さまのご都合により、ご利用開始から 15 ヶ月以内に解約された場合
は、以下の解約金をお支払いいただきます。

＜15 ヵ月以内に解約された場合の各サービスごとのお支払い金額＞
「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」をご利用のお客さま 28,455 円（税込）
「フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ」をご利用のお客さま 24,780 円（税込）
・

契約料 840 円（税込）が別途必要です。

・

代表的な工事（お客さま宅内に設置する終端装置までの配線及び設置工事）の場合であり、工事内容によっては別途工事
費が必要となる場合があります。

・

お客さま建物内の既設の配管設備等の状況により、新たに配管設備等のご用意をお願いする場合があります。

・

お客さまのご都合により 2010 年 8 月 31 日（火）までにご利用を開始されない場合は、本割引の対象外となります。

・

ひかり電話、加入電話等、フレッツ・テレビの同時工事がある場合、工事費が別途必要です。

・

品目の変更（例：「フレッツ・光プレミアム」から「フレッツ 光ネクスト」）に係わる工事費は対象外です。

・

過去にフレッツ光（「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ・光プレミアム」「Ｂフレッツ」） のキャンペーン割引の適用を受けたお客さ
まがフレッツ光の契約を解約し、同一設置場所で再度お申し込みいただいた場合は割引対象外です。

※2 【フレッツ・テレビ 初期工事費割引キャンペーンについて】
・

「フレッツ・テレビ伝送サービス」の「初期工事費割引」は、2010 年 5 月 31 日（月）までに（キャンペーン期間は延長されること
があります）新規にお申し込みのお客さまを対象に「フレッツ･テレビ伝送サービス」（NTT 西日本工事分）の初期工事費をフ
レッツ光と同時工事の場合 0 円、「フレッツ・テレビ伝送サービス」単独工事の場合 7,665 円（税込）とするものです。

・

代表的な工事（お客さま宅内に設置する TV 用回線終端装置の設置及び PC 用回線終端装置までの配線工事）の場合であ
り工事内容によっては別途工事費が必要となる場合があります。

・

オプティキャストが別に請求するテレビ接続工事費等は割引対象外となります。

・

契約料 840 円（税込）が別途必要です。

・

お客さまのご都合により 2010 年 8 月 31 日（火）までにご利用を開始されない場合は、本割引の対象外とさせていただきま
す。

・

過去に「フレッツ・テレビ」の割引の適用を受けたことのあるお客様が契約を解除し、再度、同一の設置場所で「フレッツ・テ
レビ」のお申し込みを行われた場合は本割引の対象外となります。

■月額利用料 （税込）
項目
「フレッツ・テレビ」

料金

「フレッツ・テレビ」伝送サービス利用料

４７２．５円

「オプティキャスト施設利用料」

２１０円

合計

６８２．５円

＊ ご利用にあたっては、上記利用料金のほか、「フレッツ光」のご利用料金「5,670 円（税込）」が別途必要になります。
インターネットをご利用いただくには、フレッツ光に対応したプロバイダとの契約・ご利用料金が別途必要です。
＊ ＮＨＫ受信料（地上・衛星契約）は含まれません。
＊ ＢＳの有料放送は、別途各映像サービス提供事業者とのご契約（Ｂ−ＣＡＳカード単位）が必要です。
＊ フレッツ・テレビのご利用開始日は、ＴＶ用回線終端装置の設置工事完了日となります。フレッツ・テレビ伝送サービス月額利
用料は、ご利用開始日からの課金となります。オプティキャスト施設利用料は、ご利用開始月の翌月からの課金となります。
＊ 「フレッツ・テレビ」伝送サービス利用料と「オプティキャスト施設利用料」は、合わせてＮＴＴ西日本からの請求となります。

【別紙３】
【スカパー！光について】
（１）提供条件
「スカパー！光」のご利用にあたっては、以下のご契約が必要です。
・オプティキャストとＮＴＴ西日本が提供する「フレッツ・テレビ」のご契約
・ＮＴＴ西日本が提供する「フレッツ光」（「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」、「フレッツ・光プ
レミアム ファミリータイプ」のいずれか）のご契約。マンションタイプ等他のサービスプランで
はご利用いただけません。
＊スカパー！光は㈱オプティキャストが提供するサービスです。ＮＴＴ西日本がスカパーＪＳＡＴ㈱にお申込を取次いだ後、お客さ
さまと㈱オプティキャストとの間でご契約が完了次第お楽しみいただけます。
＊本サービスのお申込み、ご利用は個人のお客さまに限ります。

（２）提供料金
■月額利用料（税込）
メニュー

料金

スカパー！光 パック

４，２７５円

スカパー！光 パックセレクション

３，６７５円

スカパー！光 アラカルト

７２５円＋選んだ番組の視聴料※

1

※1 選んだＣＳデジタルチャンネルやセットの月額分およびＰＰＶ料金が必要です。ＰＰＶをご覧になる場合には、電話回線におつ
なぎいただく必要があります。
＊ ご利用にあたっては、上記利用料金のほか、「フレッツ光」の利用料金「5,670 円（税込）」及び「フレッツ・テレビ」のご利用料金
「682.5 円（税込）」が別途必要になります。
＊ 「スカパー！光」の各コースの料金には、スカパー！光基本料（410 円）、スカパー！光 CS デジタルチューナーレンタル料
（315 円）が含まれます。また、「スカパー！光パック」および「スカパー！光パックセレクション」については視聴料が含まれま
す。
＊ 複数のテレビでスカパー！光をご覧になる場合は、テレビ 1 台ごとに「スカパー ！光 CS デジタルチューナー」が必要です。
（テレビ 1 台ごとに各コースの料金がかかります）
＊ 初期費用は、フレッツ・テレビの㈱オプティキャストとの契約とスカパー ！光の契約者情報（氏名・電話番号・住所）が一致した
場合、【別紙２】に記載されているフレッツ・テレビの初期費用のみとなります。一致しない場合、スカパー！光加入料 2,940 円
が別途かかります。
＊ テレビを複数台工事する場合、別途、スカパー！光 CS デジタルチューナーの取付工事費が以下の通り必要です。
オプティキャスト施設利用サービス契約に基づく基本工事と同時工事の場合 5,250 円（税込）/台
同時工事にならない場合 8,925 円（税込）/台
工事料金はお客さまの申込み内容等により異なります。詳細は、「スカパー！光 CS デジタルチューナー等レンタルサービス
約款」をご確認ください。

