
■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）および

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）は、現在

平成22年12月31日（金）までの受付としている「フレッツ・テレビ」※1の月額利用料半年間無料キャンペーンを、

地デジ化最終年となる平成23年1月1日（土）以降も継続実施することとします。

■それに合わせて、ＮＴＴ東日本は、現在実施している「フレッツ・テレビ伝送サービス工事費割引」、及び「フレッ

ツ光メンバーズクラブポイントプレゼント」の特典内容を一部変更し、「フレッツ・テレビ

 

もっとおトクに

 

光で

地デジ！キャンペーン」と称して実施します。これにより、既に「フレッツ光」※2をご利用中のお客さまが「フレッ

ツ・テレビ」を新規にお申し込みいただいた場合にも、工事費無料となる等、よりご利用いただきやすいキャン

ペーンを展開します。

■また、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）およびオプティキャストは、「フレッツ・テレビ」でご利用いただけるCS多チャンネルサービス「フレッツ・

テレビでスカパー！光」、および「フレッツ・テレビでスカパー！e2」について、利用料等の割引キャンペーン

を実施します。

平成22年12月15日

「フレッツ・テレビ」に関するキャンペーンの実施について

～地デジ化最終年、「フレッツ光」を活用したデジタル放送の更なる視聴拡大に向けた取組み～

1．「フレッツ・テレビ もっとおトクに

 

光で地デジ！キャンペーン」について

現在実施している「フレッツ・テレビ」の各種キャンペーンスペックを以下のとおり一部変更し、平成23年1月1日
から、「フレッツ・テレビ

 

もっとおトクに

 

光で地デジ！キャンペーン」として実施します。

キャンペーン項目
現行（変更前）

平成23年1月1日（土）以降（変更後）

『フレッツ・テレビ もっとおトクに

光で地デジ！キャンペーン』

キャンペーン内容 申込受付期間 キャンペーン内容 申込受付期間

月額利用料半年間無料

キャンペーン
【NTT東日本、オプティキャスト】

「フレッツ・テレビ」のご利用開始月

＋6ヶ月間の「フレッツ・テレビ」の月

 

額利用料（682.5円/月〔税込〕）が無

 

料

平成22年12月31日（金）

まで

「フレッツ・テレビ」のご利用開始月

＋6ヶ月間の「フレッツ・テレビ」の月

 

額利用料（682.5円/月〔税込〕）が無

 

料

平成23年1月1日（土）

～

平成23年3月31日（木）

フレッツ・テレビ伝送

サービス工事費割引

キャンペーン
【NTT東日本】

（1）新規に「フレッツ光」とセットで

申込の場合

 

・・・無料

（2）既に「フレッツ光」をご利用中

の場合

 

・・・6,300円〔税込〕 平成22年10月1日（金）

～

平成23年1月31日（月）

（1）新規に「フレッツ光」とセットで

申込の場合

 

・・・無料

（2）既に「フレッツ光」をご利用中

の場合

 

・・・無料

フレッツ光メンバーズ

クラブポイントプレゼント※3

【NTT東日本】

（1）新規に「フレッツ光」とセットで

申込の場合・・・3,000ポイント

（2）既に「フレッツ光」をご利用中

の場合

 

・・・8,000ポイント

（1）新規に「フレッツ光」とセットで

申込の場合・・・7,000ポイント

（2）既に「フレッツ光」をご利用中

の場合

 

・・・7,000ポイント

＜変更内容＞＊変更箇所は下線部

※1 「フレッツ・テレビ」は、NTT東日本が提供する電気通信サービス「フレッツ光」および「フレッツ・テレビ伝送サービス」とオプティキャストの提供する放送

サービス「オプティキャスト施設利用サービス」の契約により、地上デジタル放送、BSデジタル放送等が受信できるサービスです。平成22年12月現在

の「フレッツ・テレビ」の提供エリアは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、福島県、北海道の各一部地域です。

※2 「フレッツ光」は、NTT東日本のブロードバンドサービス「フレッツ

 

光ネクスト」と「Bフレッツ」の総称です。

スカパーJSAT株式会社

株式会社オプティキャスト
東日本電信電話株式会社

※3 戸建てにお住まいのお客様のみ対象となります。

＊詳細については【別紙】をご覧ください。

（報道発表資料）



3．「フレッツ・テレビ

 

もっとおトクに

 

光で地デジ！キャンペーン」等に関するお申し込み、お問い合わせ先

（1）「月額利用料半年間無料キャンペーン」について

■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 または

 

0570-013-999
受付時間：10:00～20:00 （年中無休）

または

■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を除きます。）

（2）「フレッツ・テレビ伝送サービス工事費割引キャンペーン」および「フレッツ光メンバーズクラブポイントプレゼント」

について

■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を除きます。）

（3）

 

「フレッツ・テレビでスカパー！光キャンペーン」について

■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 または 0570-013-999
受付時間：10:00～20:00 （年中無休）

（4）「フレッツ・テレビでスカパー！e2キャンペーン」について

■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）

2．「フレッツ・テレビでスカパー！光キャンペーン」、「フレッツ・テレビでスカパー！e2キャンペーン」について

「フレッツ・テレビ

 

もっとおトクに

 

光で地デジ！キャンペーン」の実施に合わせて、「フレッツ・テレビ」のオプショ

 

ンのCS多チャンネルサービス「フレッツ・テレビでスカパー！光」※4および「フレッツ・テレビでスカパー！e2」※5にお

 

いて、以下のキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン名称 フレッツ・テレビでスカパー！光キャンペーン フレッツ・テレビでスカパー！e2キャンペーン

対象サービス フレッツ・テレビでスカパー！光 フレッツ・テレビでスカパー！e2

特典

「スカパー！光」を新規にご加入いただいたお客さまは、

「スカパー！光」の基本料、視聴料、ガイド誌代、対応チュー

ナーレンタル料等の料金から、3,000円（税込）

 

※6を割引

「スカパー！e2」を新規にご加入いただいた

お客さまは、「スカパー！e2」の基本料、視聴料、ガイ

ド誌代等の料金から、3,000円（税込）

 

※6を割引

割引適用
「スカパー！光」を新規加入した月の

翌々月の請求分より割引

「スカパー！e2」を新規加入した月の

翌々月の請求分より割引

申込期間 平成23年1月1日（土）～平成23年3月31日（木）

加入手続き完了期限 平成23年7月31日（日）

キャンペーン提供会社 オプティキャスト スカパーJSAT

※4 「フレッツ・テレビでスカパー！光」のご利用には、「フレッツ光」及び「フレッツ・テレビ」の契約に加え、別途オプティキャストとの契約が必要です。
※5 「フレッツ・テレビでスカパー！e2」のご利用には、「フレッツ光」及び「フレッツ・テレビ」の契約に加え、別途スカパーJSATとの契約が必要です。
※6 請求金額の合計が特典金額の3,000円（税込）に満たない場合は、翌月以降の請求に繰り越して割引を実施し、割引額合計が3,000円（税込）に達

するまで繰越となります。

【別紙】「フレッツ・テレビ

 

もっとおトクに

 

光で地デジ！キャンペーン」の実施について



【別紙】

 

「フレッツ・テレビ

 

もっとおトクに

 

光で地デジ！キャンペーン」の実施について

1．月額利用料半年間無料キャンペーン

「フレッツ・テレビ」を新規にお申し込みいただいたお客さまを対象に、月額利用料を半年間無料としま

 

す。詳細については、以下のとおりです。

（1）キャンペーン内容

無料となる月額利用料 無料適用期間

フレッツ・テレビ

 

650円（税込682.5円）

（内訳）オプティキャスト施設利用料※1 200円（税込

 

210円）

（内訳）フレッツ・テレビ伝送サービス利用料※2 450円（税込472.5円）

「フレッツ・テレビ」のご利用開始月＋

6ヶ月間

※1 オプティキャスト施策として無料を適用
※2 ＮＴＴ東日本施策として無料を適用

（2）適用条件

申込受付期間 適用対象

平成23年1月1日（土）

～

平成23年3月31日（木）

・フレッツ

 

光ネクスト

ファミリータイプ

ファミリー・ハイスピードタイプ

マンションタイプ（光配線方式）

マンション・ハイスピードタイプ（光配線方式）

・Bフレッツ

ハイパーファミリータイプ

マンションタイプ（光配線方式）

申込受付期間に「フレッツ・テレビ」※3にお申し

 

込みいただき、平成23年9月30日（金）までに

 

ご利用を開始したお客さま

※3 「フレッツ・テレビ

 

建物一括契約プラン」は本キャンペーンの対象外となります。

2．

 

「フレッツ・テレビ伝送サービス」の工事費割引キャンペーン

申込受付期間中に「フレッツ・テレビ伝送サービス」を新規にお申し込みいただいたお客さま、既にご利

 

用いただいている「フレッツ光」および「フレッツ・テレビ伝送サービス」の移転をお申し込みいただいたお

 

客さまの「フレッツ・テレビ伝送サービス工事費」を無料とします。

項目 申込受付期間 適用対象 ご利用開始期限 割引後工事費

「フレッツ・テレビ伝

 

送サービス」の新設、

および既にご利用

 

中の「フレッツ光」の

 

移転に伴う工事費

 

割引

平成23年1月1日（土）

～

平成23年3月31日（木）

申込受付期間中に「フレッツ・

 

テレビ伝送サービス」を新規

 

にお申し込みいただき、ご利

 

用開始期限までにサービスの

 

ご利用を開始したお客さま

平成23年9月30日（金）

0円

「フレッツ・テレビ伝送サービ

 

ス」をご利用中のお客さまより、

 

申込受付期間中に「フレッツ

 

光」の移転のお申し込みをい

 

ただき、ご利用開始期限まで

 

に移転を行ったお客さま

0円
※変更前は、

6,300円（税込）

（1）申込受付期間、適用対象等



3．フレッツ光メンバーズクラブポイントプレゼント

申込受付期間中に「フレッツ・テレビ伝送サービス」を新規にお申し込みいただいた戸建てにお住まいの

 

お客さまで、さらに「フレッツ光メンバーズクラブ」への新規登録をいただいたお客さまに、フレッツ光メン

 

バーズクラブポイントをプレゼントします。

（1）申込受付期間、適用対象等

項目 申込受付期間

・ご利用開始期限

・フレッツ光メンバーズ

クラブ登録期限

適用対象 付与ポイント

「フレッツ・テレビ伝送

 

サービス」の新規申し

 

込み、および「フレッツ

 

光メンバーズクラブ」

 

への新規ご入会

平成23年1月1日（土）

～

平成23年3月31日（木）

平成23年9月30日（金）

申込受付期間内に「フレッツ・

 

テレビ」を新規にお申し込みい

 

ただき、ご利用開始期限までに

 

ご利用を開始され、「フレッツ光

 

メンバーズクラブ」ご登録期限

 

までに「フレッツ光メンバーズク

 

ラブ」へのご入会いただいたお

 

客さまで、今後も継続利用いた

 

だけるお客さま

7,000ポイント
（1ポイント1円相当）

＊ 戸建てにお住まいのお客様のみ対象となります。
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