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ケーブルテレビ山形とＮＴＴ東日本による「ケーブルテレビ山形＆フレッツ光」の提供開始について 

～全国初のケーブルテレビ事業者によるフレッツ光を活用したサービス～ 

 

株式会社ケーブルテレビ山形（本社：山形県山形市、代表取締役社長：髙橋 文夫、以下、ケーブルテレビ山

形）と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、よ

り充実したサービスメニューを展開することを目的に、新サービス「ケーブルテレビ山形＆フレッツ光」の提供を

平成 21 年 9 月 1 日（火）より開始します。 

「ケーブルテレビ山形＆フレッツ光」は、フレッツ光※１をケーブルテレビ事業者が活用したサービスとして、全

国初の取り組みとなります。フレッツ光をご利用のお客様は、アンテナなしで地上デジタル、BS／CS 放送およ

び地域情報チャンネルが視聴可能となるほか、フレッツ光によるインターネット※２、およびひかり電話※２のトリプ

ルプレイサービスがご利用いただけます。 

これにより、ケーブルテレビ山形は、新規エリア※３で地域情報番組やデジタル多チャンネルの魅力あるケー

ブルテレビ放送サービスを提供できるとともに、NTT 東日本は、当エリアでのフレッツ光の利用促進が図れ、両

社サービスの一層の拡大を目指します。 

※１ 「フレッツ光」とは、NTT 東日本の光ブロードバンドサービス（アクセス回線）であり、「フレッツ 光ネクスト」と「B フレッツ」の総称です。 

※２ フレッツ光の契約に加え、インターネットのご利用には別途プロバイダとの契約、ひかり電話のご利用には別途 NTT 東日本との契約が

必要です。（別途初期費用、月額利用料等が必要となります） 

※３ 詳しくは「４．サービス提供エリアと提供開始日および申込受付開始日」を参照してください。 

 

 

１．サービス概要 

 「ケーブルテレビ山形＆フレッツ光」は、「フレッツ 光ネクスト」をご契約のお客様が、ケーブルテレビ山形の

「デジタルサービス EX」を視聴可能となるサービスです。ＮＴＴ東日本が提供する映像伝送サービス「フレッツ・テ

レビ伝送サービス」とケーブルテレビ山形が提供する放送サービス「デジタルサービス EX」から構成されます。 

 

（１）「フレッツ・テレビ伝送サービス」 

①概要 

「デジタルサービス EX」等の放送サービスを視聴するための、NTT 東日本が提供する映像伝送サービ

スです。 

②利用条件 

NTT 東日本が提供する、以下の「フレッツ光ネクスト」いずれかのご契約が必要です。 

・フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ 

・フレッツ 光ネクスト マンションタイプ 光配線方式 



（２）「デジタルサービス EX」 

①概要 

ケーブルテレビ山形が提供する、「地上デジタル」、「BS デジタル」、「CS デジタル」、「コミュニティチャン

ネル（地域情報番組）」等、６１チャンネルまで視聴可能な放送サービスです。地上波放送、BS 放送、CS

放送等の４７チャンネルをご視聴いただく基本コースに加え、お好みで選べる有料チャンネル（１４チャン

ネル）をご用意し、ご希望に合わせた選択が可能となります。 

②利用条件 

「フレッツ・テレビ伝送サービス」と、その利用条件となる「フレッツ 光ネクスト」のご契約が必要です。 

 

２．月額利用料金 

（１）「フレッツ・テレビ伝送サービス」利用料※４ ：                        月額 ４７２．５円（税込） 

（２）「デジタルサービス EX」利用料※５ 

＜セットトップボックス（STB）１台の場合＞ ：   月額 ５,２５０円（税込） 

＜２台目以降、１台あたり）＞         ：   月額 ３,１５０円（税込） 

 

（３）「ケーブルテレビ山形＆フレッツ光」のご利用に必要な「フレッツ 光ネクスト」の利用料金※４ ※６ 

「ファミリータイプ」利用料 （戸建にお住まいのお客様） ：                  月額 ５，４６０円（税込） 

「マンションタイプ 光配線方式」利用料 （マンションにお住まいのお客様） ：    月額 ３，５７０円（税込）※７ ～ 

 

※４ ＮＴＴ東日本からの請求となります。 

※５ ケーブルテレビ山形からの請求となります。 

※６ インターネットをご利用の場合、別途プロバイダとの契約が必要となります。詳細は http://flets.com/にてご確認ください。 

※７ 光配線方式 プラン２の場合の料金です。詳細については http://flets.com/にてご確認ください。 

 

３．初期費用 

（１）「フレッツ・テレビ伝送サービス」初期費用※８ 

①工事費 「フレッツ 光ネクスト」と同時工事の場合 ：                      ０円（税込）※９ 

「フレッツ 光ネクスト」と同時工事以外の場合 :               ６，３００円（税込）※９ 

※８  NTT 東日本からの請求となります。 

※９  平成２１年９月３０日までに新規にお申し込みをいただき、平成２１年１２月３１日まで（マンションタイプ光配線方式をご利用の

場合は平成２２年３月３１日まで）に開通された場合のキャンペーン適用時の金額となります。なお、平成２１年１０月以降お申

し込みの場合については、別途お知らせいたします。 

（２）「デジタルサービス EX」初期費用※１０ 

①加入契約料           ５，２５０円（税込） 

②テレビ接続工事費※１１ 

・標準工事 

［回線終端装置とテレビ 1 台を接続する場合］：                            ８，４００円（税込） 

・ホーム共聴工事（複数台接続） 



［複数のテレビ配線に分配し視聴可能にする場合（２ヵ所の場合）］：          １５，７５０円（税込） 

[以降 1 ヵ所追加毎に]※１２                      １ヵ所につき ３，１５０円（税込） 

詳しくは【別紙１】をご参照ください。 

③その他 

・リモコン費用                                    STB１台あたり ３,１５０円（税込） 

※１０ ケーブルテレビ山形からの請求となります。 

※１１ テレビ接続工事費のほかに特殊工事等のある場合は、別途実費がかかります。 

※１２ ３ヵ所以上の接続の場合には、ブースター費用が別途必要になります。 

 

（３）「ケーブルテレビ山形＆フレッツ光」のご利用に必要な「フレッツ 光ネクスト」※１３ 

①契約料 ：                                                 ８４０円（税込） 

②工事費 ：                                                     ０円※１４ 

※１３ NTT 東日本からの請求となります。 

※１４ 平成２１年９月３０日までに新規にお申し込みをいただき、２００９年１２月３１日まで（マンションタイプ光配線方式は平成２２年

３月３１日まで）に開通された場合のキャンペーン適用時の金額となります。適用条件の詳細については http://flets.com/にて

ご確認ください。なお、平成２１年１０月以降お申し込みの場合については、別途お知らせいたします。 

 

４．サービス提供エリアと提供開始日および申込受付開始日 

 

 

 

 

 

※１５ 東村山郡山辺町については近江地区を除きます。 

※１６ 設備状況によっては、サービスをご利用いただけない場合や、お申し込みから提供までに日数がかかる場合があります。 

 

５．お申し込み方法 

お客様からのお申し込み、お問い合わせ窓口 

（電話でのお申し込み） 

◇ケーブルテレビ山形営業本部 

電話番号： ０２３－６２４－５０００ 

受付時間： ９：００～１７：００（平日・日曜日・祝日） 

９：００～１５：００（土曜日） 

◇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・祝日も営業 ただし年末年始１２月２９日～１月３日を除きます) 

 

（インターネットでのお申し込み） 

サービス提供エリア 提供開始日および申込受付開始日 

山形県 寒河江市、上山市、東村山郡山辺町※１５、

東村山郡中山町、西村山郡河北町のフレッツ 光ネ

クスト提供エリア※１６ 

平成２１年９月１日（火） 



＜フレッツ公式ホームページ＞ 

http://flets.com/ 

 

６．サービスのご利用イメージ 

【別紙２】をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    【【【【別紙別紙別紙別紙１１１１】】】】    ケーブルテレビケーブルテレビケーブルテレビケーブルテレビ山形山形山形山形がががが行行行行ううううテレビテレビテレビテレビ接続工事接続工事接続工事接続工事ととととテレビテレビテレビテレビ接続工事費接続工事費接続工事費接続工事費のののの例例例例    

 

（１）標準工事： １台のテレビと接続を行う工事の場合 

 

 

回線終端装置 

同軸 

ケーブル フレッツ 

光ネクスト 

接続① 

STB 
多チャンネル 

HDMI 

D端子コード 

ピンコード等 

テレビ接続工事区間 

ﾌﾞｰｽﾀｰ 

（新設） 

地ﾃﾞｼﾞ 

地ﾃﾞｼﾞ 

地ﾃﾞｼﾞ 

回線終端装置 

フレッツ 

光ネクスト 

（２）共聴工事： 複数台のテレビと接続する場合    

接続① 

接続② 

接続③ 

接続④ 

テレビ接続工事区間 

多チャンネル 
STB 

HDMI 

D端子コード 

ピンコード等 

     

複数の既設テレビ配線に分配し視聴可

能にする場合（４台接続する場合の例）    

    

ホームホームホームホーム共聴工事費共聴工事費共聴工事費共聴工事費（（（（２２２２台分台分台分台分）：）：）：）：    

１５１５１５１５,,,,７５０７５０７５０７５０円円円円（（（（税込税込税込税込））））    

追加工事費追加工事費追加工事費追加工事費（（（（２２２２台追加台追加台追加台追加）：）：）：）：    

３３３３,,,,１５０１５０１５０１５０円円円円（（（（税込税込税込税込））））××××２２２２    

ブースターブースターブースターブースター費用費用費用費用：：：：１０１０１０１０,,,,５００５００５００５００円円円円（（（（税込税込税込税込））））    

    

合計合計合計合計：：：：３２３２３２３２，，，，５５０５５０５５０５５０円円円円（（（（税込税込税込税込））））    
 
＊３台以上接続する場合には、ブースターが必要と

なります。 

＊ＳＴＢ数に関わらず、接続するＴＶ配線数により料

金が決まります。 

＊ＳＴＢを接続しない場合、地デジ対応テレビであ

れば、地上デジタル放送を視聴できます。 

＊既設のテレビ配線を利用せず、新たにケーブル

を新設する場合や特殊な工事を行う場合、別途費

用が必要になります。 

 

回線終端装置とテレビ 1 台を 

接続する場合    

 

標準工事費標準工事費標準工事費標準工事費：：：：８８８８，，，，４００４００４００４００円円円円（（（（税込税込税込税込））））    

 
＊特殊な工事を行う場合、別途費用が必要になり

ます。 

同軸ケーブル 



回
線
終
端
装
置  

光ファイバ 

（フレッツ光ネクスト） 

同軸等 

 
N 

電話線 

セットトップボックス 

（ＳＴＢ） テレビ 

インターネット 

ひかり電話 

ＮＴＴ東日本 ケーブルテレビ山形
ケーブルテレビ山形 

 

【【【【別紙別紙別紙別紙２２２２】】】】「「「「ケーブルテレビケーブルテレビケーブルテレビケーブルテレビ山形山形山形山形＆＆＆＆フレッツフレッツフレッツフレッツ光光光光」」」」のごのごのごのご利用利用利用利用イメージイメージイメージイメージ    

 

 

お客さま  

多多多多チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル放送放送放送放送    

・・・・地上地上地上地上デジタルデジタルデジタルデジタル    

・・・・地上地上地上地上アナロアナロアナロアナロ     

・・・・BSBSBSBS デジタデジタデジタデジタルルルル    

・・・・CSCSCSCS デジタルデジタルデジタルデジタル    

・・・・地域情報番組地域情報番組地域情報番組地域情報番組    

インターネットインターネットインターネットインターネット    

ＮＴＴ東日本 

※インターネット、および「ひかり電話」のご利用には、「フレッツ光ネクスト」の契約に加え、別途 ISP 事業者との契約、および「ひかり電話」のお申し込みが 

必要です。（別途月額利用料等がかかります。） 


