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 「フレッツ・テレビ」については、平成２０年１２月大阪・兵庫などの一部地域よりサービス提供を開始しておりますが、平成

２２年５月に京都・滋賀の一部地域においてもサービス提供を開始するなど、更なるエリア拡大に努めているところです。 

今回、アナログ放送の終了する平成２３年７月２４日まであと一年あまりとなったこの機を捉え、関西のフレッツ・テレビ提

供エリアにおいて「フレッツ・テレビにしていいんです！キャンペーン」を平成２２年７月１日（木）から平成２２年９月３０日

（木）まで実施します。 

 

＜フレッツ・テレビにしていいんです！キャンペーン（概要）＞ 

◆ 期間 

平成２２年７月１日（木）～平成２２年９月３０日（木） 

◆ 対象 

大阪府、兵庫県、京都府、奈良県＊、滋賀県にお住まいのお客様で 

① キャンペーン期間中に「フレッツ・テレビ」と「フレッツ光」※１を新規でお申込いただき、平成２２年１２月３１日

（金）までに開通が確認できたお客様。 

② 「フレッツ光」※１を既にご利用中のお客様でキャンペーン期間中に「フレッツ・テレビ」を新規にお申込いただき、

平成２２年１２月３１日（金）までに開通が確認できたお客様。 

＊奈良県については、８月上旬より一部地域にて「フレッツ・テレビ」サービス並びに本キャンペーン適用開始予定。 

◆ 特典 

① に該当するお客様 

・ 抽選で１０名に１名様「東芝ＲＥＧＺＡ液晶テレビ 32Ａ950Ｓ（３２インチ）」、または「５,０００円分の全国

百貨店共通商品券」のいずれかの賞品が必ず当る。（東芝ＲＥＧＺＡ液晶テレビは総計３０名様まで） 

② に該当するお客様 

・ 「５,０００円分の全国百貨店共通商品券」が総計２００名様に当る。 

◆ その他 

【抽選方法と当選発表】 

     厳正なる抽選の上、当選者様へは事前に書面にて当選通知を送付させていただきます。なお、賞品の発送は 

     開通後の発送です。 

【液晶テレビの注意事項】 

・  液晶テレビは、色を選ぶことはできません。また、モデルチェンジの場合は後継機種などに切替させていただく場 

   合があります。 

・ 賞品の換金及び、他の商品との交換はできません。 

・ 液晶テレビは賞品の配達までです。設置・調整・アンテナ工事などはご本人さま負担です。 

  【全国百貨店共通商品券の注意事項】 

・ 共通商品券は、発行元の百貨店及び全国の百貨店約３００店でご利用いただけます。 

・ 共通商品券は、ご購入いただけない商品（商品券、ギフトカード、印紙、切手、ハガキその他取扱百貨店が 

   指定したもの）もあります。 

・  共通商品券は、現金とのお引換えはいたしません。 



◆ キャンペーン特設サイトＵＲＬ 

    http://flets-w.com/kansaiftv 

 

※ 1 ・ 「フレッツ・テレビ」のご利用には、「フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ」、または「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」の契約・料金が必要です。京都・奈良・滋賀

（但し、奈良でのフレッツ・テレビの提供は２０１０年８月上旬予定）については、「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」でご利用が可能です。 

・ マンションタイプ等他のサービスプランではご利用頂けません。 

 

 

フレッツ・テレビについて 

＜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」※2、「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※3 地上放送（デジタル/アナログ）と BS 放送※4（デジタル/アナログ）、更にオプションでＣＳ放送※4 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６月現在、大阪、兵庫、京都、滋賀、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。 

※2 ・ 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」、

「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。京都・奈良・滋賀（但し、奈良でのフレッツ・テ

レビの提供は２０１０年８月上旬予定）については「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」のご契約でのみご利用が可能です。 

・ 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。 

※3 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。 

※4 ＢＳ・ＣＳの有料放送の視聴には、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。 

 

＜フレッツ・テレビの提供料金＞ 

■初期費用（税込） 

【｢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」 とフレッツ・

テレビを新規で同時にお申し込みのお客さまの場合】 

 
         接続パターン 

料金 

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 

工事費 

０円 

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 ネクスト 

契約料 
８４０円 

ＮＴＴ西日

本より      

ご請求 

フレッツ・テレビ伝送サービス 

工事★1 費 

０円 

フレッツ・テレビ伝送サービス 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 

テレビ接続工事費 

（基本工事） 
１７，８５０円★2 ５，２５０円★3 － 

同軸ケーブルが必要な場合 

５，２５０円 
オプション工事例 

ブースター交換 

１０，５００円 同軸コードが必要な場合 

８４０円 

－ 

オプティキ

ャストより

ご請求 

オプティキャスト施設利用 

登録料 
２，９４０円 

２２，４７０円 ９，８７０円 ４，６２０円 

合計 ブースター交換が 

必要な場合 

３２，９７０円 

同軸ケーブル・同軸コード

が必要な場合 

１５，９６０円 

－ 

       

 

【｢フレッツ 光プレミアム ファミリータイプ」 とフレッツ・テレビを新規で同時にお申し込みのお客さまの場合】 

 
         接続パターン 

料金 

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 光プレミアム 

工事費 

３，６７５円 

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 プレミアム 

契約料 
８４０円 

フレッツ・テレビ伝送サービス 

工事★1 費 

０円 

フレッツ・テレビ伝送サービス 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 

テレビ接続工事費 

（基本工事） 
１７，８５０円★2 ５，２５０円★3 － 

同軸ケーブルが必要な場合 

５，２５０円 

ＮＴＴ西日

本より      

ご請求 

オプション工事例 
ブースター交換 

１０，５００円 同軸コードが必要な場合 

８４０円 

－ 

オプティキ

ャストより

ご請求 

オプティキャスト施設利用 

登録料 
２，９４０円 

２６，１４５円 １３，５４５円 ８，２９５円 

合計 ブースター交換が 

必要な場合 

３６，６４５円 

同軸ケーブル・同軸コード

が必要な場合 

１９，６３５円 

－ 



       

【｢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｣ をご利用中

のお客さまで、フレッツ・テレビのみ新規でお申込のお客さまの場合】 

 
         接続パターン 

料金 

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・テレビ伝送サービス 

工事★1 費 

７，６６５円 

フレッツ・テレビ伝送サービス 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 

テレビ接続工事費 

（基本工事） 
１７，８５０円★2 ５，２５０円★3 － 

同軸ケーブルが必要な場合 

５，２５０円 

ＮＴＴ西日

本より      

ご請求 

 オプション工事例 
ブースター交換 

１０，５００円 同軸コードが必要な場合 

８４０円 

－ 

オプティキ

ャストより

ご請求 

オプティキャスト 

施設利用登録料 ２，９４０円 

２９，２９５円 １６，６９５円 １１，４４５円 

合計 ブースター交換が 

必要な場合 

３９，７９５円 

同軸ケーブル・同軸コード

が必要な場合 

２２，７８５円 

－ 

 

テレビ接続工事に関する取引条件等については「特定商取引に関する法律」の基づく表示 

（http://flets-w.com/tokushoho/tv_setsuzoku/tv_setsuzoku.pdf）をご参照ください。 

 

＊ 料金は一例です。お客さまの設備状況等により異なります。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。 

★１ ・ TV 用回線終端装置と ONU 一体型ひかり電話対応ホームゲートウェイを同一部屋内に設置させていただきます。 

・ NTT 西日本指定の工事会社が実施いたします。 

★２ ・ TV 用回線終端装置とご自宅のホーム共聴設備及び各部屋のテレビ端子とテレビとの接続をさせていただきます。 

（NTT 西日本工事（有料）、またはお客さま手配） 

・ レコーダー１台の接続を含みます。 

・ 地上アナログ・デジタル放送等は各部屋でご視聴いただけます。 

★３ ・ TV用回線終端装置とテレビ1台の接続をさせていただきます。レコーダー等周辺機器の接続はオプション工事（有料）

です。（NTT 西日本工事（有料）、またはお客さま手配）  

 ・ ＴＶ用回線終端装置と別部屋のテレビを接続される場合、テレビ一台でも「テレビを複数台接続する場合のテレビ接続

工事」として 17,850 円（税込）となる場合があります。 

 

※1 【フレッツ光 初期工事費割引キャンペーンについて】  

・ 本キャンペーンは、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

・フレッツ・光プレミアム ファミリータイプを平成２２年９月３０日（木）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、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は、 ２８，４５５円（税込）、フレッツ・光プレミアム ファミリー

タイプは２４，７８０円（税込）の解約金が必要です。 

 ・  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 」、「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。 

・ お客さまのご都合により平成２２年１２月３１日（金）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。 

・ 「フレッツ光」の初期費用として契約料８４０円（税込）が別途必要です。 

・ キャンペーンの対象となる初期工事費は、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。 

・ ひかり電話、加入電話、フレッツ・テレビ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。 

 

※2 【フレッツ・テレビ伝送サービス 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、平成２２年９月３０日（木）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。  

・ テレビ接続工事費等は割引対象外となります。 

・ 「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平成２２年１２月３１日（金）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 料金 

フレッツ光 月額利用料（税込） ５，６７０円※3 

＋ 

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 「フレッツ・テレビ」 

合計 ６８２．５円 

※3 ・ 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、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、ＣＳの有料放送は、途各映像サービス提供事業者とのご契約（BS、スカパー！e2 は B－CAS カード単位、スカパー！光

はチューナー単位）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。 

 

今後もＮＴＴ西日本グループでは、より多くのお客様にご満足いただけるようサービスの向上に努めてまいります。 

 

審査１０-１０８３-５ 


