平成２３年４月２２日
（報道発表資料）
株式会社

愛媛ＣＡＴＶ
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株式会社 愛媛ＣＡＴＶとＮＴＴ西日本による
「愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光」の提供開始について
～光ファイバーを利用した、地域に根ざした放送サービスの提供～
株式会社愛媛ＣＡＴＶ（本社：愛媛県松山市、社長：神山

充雅、以下、愛媛ＣＡＴＶ）と西

日本電信電話株式会社（以下、ＮＴＴ西日本）愛媛支店（愛媛県松山市、支店長：山本博敏）は、
「愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光」を、愛媛県伊予市と伊予郡松前町の各市町の一部エリア※1 で、
平成２３年４月２５日（月）より提供開始します。
「愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光」は、ＮＴＴ西日本が提供する「フレッツ 光ネクスト（インタ
ーネット接続サービス）
」※2 の光ファイバーを利用して、愛媛ＣＡＴＶの提供する放送サービス
により、地域情報や映画、スポーツなどの愛媛ＣＡＴＶが提供する多彩な専門チャンネル※3 や
地上/ＢＳデジタル放送・地上/ＢＳアナログ放送※4※5 をアンテナ無し※6 で受信できるサービスで
す。また、アナログ放送終了後もアナログテレビで地上デジタル放送をアナログ方式に変換した
放送が受信できる「デジアナ変換サービス」※7 もご利用いただけます。
愛媛ＣＡＴＶは、これまでも、愛媛県松山市等の一部エリアに、同軸ケーブル等を利用し、地
域に根ざした放送サービスを提供しておりますが、この度、愛媛ＣＡＴＶの放送サービス未提供
エリアの中でも、ご要望の多かった伊予市と伊予郡松前町の各市町の一部エリアにおいて、「フ
レッツ 光ネクスト」の光ファイバーを利用して、新たに放送サービスを提供することとなりま
した。
なお、ＮＴＴ西日本が提供する「フレッツ 光ネクスト」の光ファイバーを利用してケーブル
テレビ事業者が提供する放送サービスを受信できるサービスの提供としては、ＮＴＴ西日本の営
業エリア（富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県）では、本サービスが初めてとなります。
※1「愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光」の提供エリアであっても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、
サービスが利用できない場合がございます。提供エリアの詳細については、下記「4.お申し込み、お問い合わせ窓
口」までお問い合わせください。
※2 インターネットのご利用には、本サービスに対応したプロバイダーとのご契約・料金が必要です。
※3「愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光」をご利用いただくには、専門チャンネルが視聴できる、下記 3 に記載の愛媛ＣＡＴＶ
「ケーブルテレビサービス」基本サービスへのテレビ 1 台以上の申し込みが必要です。また、専門チャンネルの視聴
には愛媛ＣＡＴＶに対応したＳＴＢ（セットトップボックス）が必要です。
※4ＳＴＢ（セットトップボックス）を設置せずに、地上／ＢＳデジタル放送を受信するには、各放送の受信及びＣＡＴ
Ｖパススルーに対応したテレビまたはチューナーが必要です。
※5ＢＳ放送の専門チャンネルの視聴には、各放送サービス事業者とのご契約（Ｂ－ＣＡＳカード単位）・料金・対応機
器が必要です。
※6 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。
※7【デジアナ変換サービスについて】
・「デジアナ変換」は愛媛ＣＡＴＶにて 2015 年 3 月 31 日まで実施します。
・
「デジアナ変換」での放送は、通常の地上デジタル放送・地上アナログ放送と比較して、一部ご利用いただけない機
能やサービスがあります。
・本サービスは、画面の上下に黒い帯が出て画面が小さくなります（上下左右に出る場合もあります）。また、地上デ
ジタル放送特有のサービス（データ放送、字幕サービス、5.1ｃｈや 2 ｶ国語ステレオ放送、マルチ編成時のサブチ
ャンネルの視聴）や、地上アナログ放送の電子番組表（ADAMS-EPG、Ｇガイド）についてもご利用できません。更に

は、デジタル録画機器での録画回数が１回に制限されています。
・機能の制約に関する詳細は愛媛ＣＡＴＶへお問い合わせください。

【フレッツ光ネクストについて】
・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。
・本サービスについては、ご利用のパソコン環境（OS 等）により、一部機能が制約される場合があります。詳しくは、
弊社ホームページ（http://flets-w.com/）にてご確認ください。
・パソコン等の端末機器を接続するのに必要な LAN ケーブルや LAN カード等（NIC）はお客さまにてご準備ください。

【愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光について】
・
「愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光」のご利用には、愛媛ＣＡＴＶが提供する放送サービス「ケーブルテレビサービス」と
ＮＴＴ西日本が提供する電気通信サービス「フレッツ・テレビ伝送サービス」及び「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/ファミリー・エクスプレスタイプ」のご契約・料金がそれぞれ必要
です。マンションタイプ等、他のフレッツ光のサービスプランではご利用いただけません。
・
「愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光」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。

１．サービス提供エリアおよび提供開始日について
県名
愛媛県

サービス提供エリア
愛媛県伊予市と伊予郡松前町の各市町の一部
地域（約 1 万８千世帯）

サービス提供開始日
２０１１年４月２５日

※「愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光」
の提供エリアであっても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、
サービスが利用できない場合がございます。提供エリアの詳細については、下記「4.お申し込み、お問い合わせ窓口」
までお問い合わせください。

２．提供料金
（1）初期費用例
｢愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光｣のご利用にあたって、愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」
、
フレッツ

光ネクスト、フレッツ・テレビ伝送サービスを新規にお申し込みのお客さまの場合（料

金は一例です。お客さまの設備状況により異なります。）
項目

料金

愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」
契約料
愛媛ＣＡＴＶより
ご請求

愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」
引込工事料
愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」

５，２５０円※1
別途オプション工事が必
要な場合があります※2。

屋内工事料
ＮＴＴ西日本より
ご請求

フレッツ

光ネクスト

契約料

フレッツ

光ネクスト

工事費

８４０円
０円※3

フレッツ・テレビ伝送サービス

契約料

フレッツ・テレビ伝送サービス

工事費

８４０円
０円※4

上記料金は、愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」初期費用割引、フレッツ光初期工事費割引、フ
レッツ・テレビ伝送サービス初期工事割引（いずれも料金サービス）適用の場合の料金です。愛媛ＣＡＴ
Ｖ「ケーブルテレビサービス」初期費用割引については下段※1、フレッツ光初期工事費割引については下
段※3、フレッツ・テレビ伝送サービス初期費用割引については下段※4 をご確認ください。
※1【愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」の初期費用費割引について】
2011 年 5 月 31 日（火）までに（申込受付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、愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」の契約料、引込工事料、屋内工事料を 5,250 円（税込）とするもの
です。
※2 お客さま建物内の屋内配線の設置状況等により、別途オプション工事（有料）が必要な場合があります。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
※3【フレッツ光の初期工事費割引について】
・「フレッツ光 初期工事費割引」は、「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／ファミリー・エクスプレスタイプ／マンションタイプ／マンション・ハイスピードタイプ／マンション・エク
スプレスタイプ」、「フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ／マンションタイプ」（いずれもインターネット
接続サービス）を 2011 年 5 月 31 日（火）まで（申込受付期間は延長されることがあります。本割引は 2010 年 10
月 1 日から継続して実施しています。）に新規にお申し込みで、かつ個人名義でお申し込みの場合は、
「CLUB NTT-West
（入会金・年会費無料のＮＴＴ西日本の会員制プログラム）」にご入会のお客さまを対象に、24 か月の継続利用を
条件に回線の初期工事費を割引くものです（お申し込みが必要です）。
・お客さまのご都合により、ご利用開始月を 1 か月目として 24 か月目の末日まで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。ただし、24 か月目の末日に解約した場合、違約金は発生しません。〔「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／ファミリー・エクスプレスタイプ」をご利用開始月
を 1 か月目として 15 か月以内に解約された場合は、27,100 円（税込 28,455 円）、16 か月目～24 か月以内に解約
された場合及びその他のサービスの解約の場合は、0120-116116 にお問い合わせいただく（電話番号をお確かめの
上、お間違えのないようにお願いいたします。）か、弊社ホームページ http://flets-w.com/waribiki/kouji_muryou/
にてご確認ください。〕
・品目の変更（例：「B フレッツ」（インターネット接続サービス）から「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光
ネクスト ファミリータイプ」から「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」への変更等）に係わ
る工事費は割引対象外です。
・お客さま都合により 2011 年 8 月 31 日（水）までにご利用を開始されない場合は、割引対象外です。

・過去に「初期工事費割引」の適用を受けたお客さまがフレッツ光を解約し、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。
・代表的な工事（お客さま宅内に設置する回線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。
・ひかり電話（電話サービス）、加入電話、フレッツ・テレビ伝送サービス等の同時工事がある場合、工事費が別途
必要です。
・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。
※4【フレッツ・テレビ伝送サービス初期工事費割引について】
・
「フレッツ・テレビ伝送サービス初期工事費割引」は 2011 年 5 月 31 日（火）までに（申込受付期間は延長されるこ
とがあります。本割引は 2008 年 11 月 1 日から継続して実施しています。
）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」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。
・「フレッツ・テレビ伝送サービス」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 2011 年 8 月 31 日（水）までにご利用を開始されない場合は、割引対象外です。
・過去に「フレッツ・テレビ伝送サービス初期工事費割引」の適用を受けたことのあるお客さまが契約を解除し、再
度、同一の設置場所で「フレッツ・テレビ伝送サービス」のお申し込みを行われた場合は、割引対象外です。

（2）月額利用料例
愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」すぐデジプレミアムコースと「フレッツ
ト

光ネクス

ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ」をご利用の場合

項目

料金

愛媛ＣＡＴＶ

愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」

よりご請求

すぐデジプレミアムコース月額利用料

３，４６５円

上記料金はテレビ１台目の料金です。複数のテレビで愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」が提供
する専門チャンネルをご覧になる場合は、２台目以降、テレビ 1 台ごとに基本サービスの各コースの料金
等が別途必要です。
・ご利用開始月の翌月からの課金です。
・本月額利用料には、ＮＨＫ受信料は含まれません。
・ＢＳ放送の専門チャンネルの視聴には、各放送サービス事業者とのご契約（Ｂ－ＣＡＳカード単位）
・料金・対応機器
が必要です。

＋
項目
ＮＴＴ西日本
よりご請求

フレッツ

光ネクスト

料金
ファミリータイプ/

ファミリー・ハイスピードタイプ月額利用料

５，６７０円

・別途、加算料 840 円（税込）が必要となる場合があります。
・ご利用開始日からの課金です。
・｢フレッツ 光ネクスト ファミリー・エクスプレスタイプ｣の場合、月額利用料は 7,665 円（税込）です。
・インターネットをご利用いただくには、本サービスに対応したプロバイダーとのご契約・料金が別途必要です。

＋
ＮＴＴ西日本
よりご請求

項目

料金

フレッツ・テレビ伝送サービス月額利用料

４７２．５円

・ご利用開始日からの課金です。

（3）｢フレッツ・テレビ伝送サービス月額利用料 最大半年無料｣（料金サービス）について
２０１１年２月１日～２０１１年５月３１日までに（申込受付期間は延長されることがありま
す。
「フレッツ・テレビ伝送サービス月額利用料最大半年無料」は２０１０年１０月１日から継
続して実施しています。
）新規にフレッツ・テレビ伝送サービスをお申し込みのお客様を対象に、
「フレッツ・テレビ伝送サービス」の月額利用料を開通月＋5 カ月間無料とするものです。無料
期間終了後は有料となります。
・別途、愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」
、フレッツ光ネクスト、フレッツ・テレビ伝送サービスの初期費用、
愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」、フレッツ光ネクストの月額利用料がかかります。
・お客様のご都合により 2011 年 8 月 31 日までにご利用を開始されない場合は、対象外です。
・過去に「フレッツ・テレビ伝送サービス月額利用料最大半年無料」の適用を受けたことのあるお客様が「フレッツ・
テレビ伝送サービス」契約を解除し、再度、同一の設置場所で「フレッツ・テレビ伝送サービス」のお申し込みを行
われた場合は、対象外です。

３．「愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光」で利用可能な愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」の
サービスコースについて

◆基本サービス
コース名

主な特徴
地上／ＢＳデジタル放送、地上／ＢＳアナログ放送などの

すぐデジプレミアム
コース

２４チャンネルに加えて、下記プレミアムオプションパックが
セット。厳選された専門チャンネル１１チャンネルの計３５チ
ャンネルが楽しめる。
〔ＳＴＢ（セットトップボックス）１台
提供。〕
地上／ＢＳデジタル放送、地上／ＢＳアナログ放送などの２４

レギュラーコース

チャンネルに加えて、専門チャンネル２７チャンネルの計５１
チャンネルが楽しめる。
〔ＳＴＢ（セットトップボックス）１
台提供。
〕
レギュラーコースのチャンネルが視聴可能。さらに、録画機能

らく録レギュラー

（ＨＤＤ）付ＳＴＢ（セットトップボックス）を提供。地上デ

コース

ジタル放送についてはＥＰＧ（電子番組表）から簡単に録画が
可能。
レギュラーコースのチャンネルに加えて、下記プレミアムオプ

らく録ブルーレイ
プレミアムコース

ションパックのチャンネルも視聴可能。さらに、録画機能（Ｈ
ＤＤ）＋ブルーレイ対応ＳＴＢ（セットトップボックス）を提
供。録画に加えてブルーレイディスクやＤＶＤへの記録・再生
も可能。

◆オプションサービス
コース名

主な特徴

プレミアムオプション
パック
（レギュラーコース、らく録

厳選された専門チャンネル１１チャンネルが楽しめる。

レギュラーコースが対象）

各種オプション
チャンネル

お好みに応じて専門チャンネルをご用意。１チャンネルからの
お申し込みが可能（一部のチャンネルはパックにて提供）
。

・
「愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光」提供エリア以外の愛媛ＣＡＴＶ「ケーブルテレビサービス」提供エリアでは、上記以外
のサービスコースも提供しております。
・「愛媛ＣＡＴＶ＆フレッツ光」をご利用いただくには、上記基本サービスへのテレビ 1 台以上の申し込みが必要です。
また、上記サービスコースの提供する専門チャンネルの視聴には愛媛ＣＡＴＶに対応したＳＴＢ（セットトップボッ
クス）が必要です。
・オプションサービスをご利用いただくには、基本サービスのいずれかのコースのご契約・料金が必要です。

４．お申し込み、お問い合わせ窓口
■愛媛ＣＡＴＶ 電話番号： ０８９－９４３－５００１
受付時間： 平日９：００～１９：００(土曜は１７：３０まで) 日曜・祝日は休み
■ＮＴＴ西日本 電話番号： ０８００－２００－０７０１
受付時間： 平日９：００～１７：００（土曜・日曜・祝日・年末年始 12／29～1／3
は休み）愛媛県内の電話及び携帯電話・ＰＨＳからの発信のみ受付可能です(通話料無
料)
※電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにお願いいたします。

（各社概要）
株式会社 愛媛ＣＡＴＶ 所在地 ： 愛媛県松山市大手町一丁目１１番地４
代表者 ： 代表取締役社長 神山 充雅
資本金 ： ８億３００万円
ＵＲＬ ： http://www.e-catv.ne.jp/
西日本電信電話株式会社 所在地 ： 大阪府大阪市中央区馬場町３番１５号
代表者 ： 代表取締役社長 大竹 伸一
資本金 ： ３，１２０億円
ＵＲＬ ： http://www.ntt-west.co.jp/
ニュースリリースに記載している内容は、報道発表時のものです。最新の情報と内容が異なる場
合がありますので了承ください。

審査 11-131-2

