
ＹＯＵテレビスマートBoxサービス料金表

【1】 加入料 【2】 契約事務手数料 【5】デジタルオプションサービス
画質 画質

円 円 [HD] [HD]

[HD] [HD]

[HD] [HD] 円

【3】 月額利用料 [HD]

基本利用料 [HD] [HD] 円

[HD] [HD]

円 [HD] [HD]

円 [HD] [HD]

円 [HD] 円 [HD] 円

円 [HD] 円 [HD] 円

円 [HD] 円 [HD] 円

円 [HD] 円 [HD]
(*1)定期契約期間：戸建3年　　集合住宅2年 [HD] 円 [HD] 円

[HD] 円 [HD] 円

[HD] 円 [SD] 円

[HD] 円 [HD] 円

3-1）付加サービス [HD] 円 [HD] 円

[HD] 円 [HD] 円

[SD] 円 [HD] 円

[HD] 円 [SD] 円

[HD] 円 [HD] 日テレＮＥＷＳ24 円

[HD] 円 [SD] 円

[HD] 円 [SD] 円

メールアカウント追加 円 [HD] 円 [SD] 円

メーリングリストアカウント追加 円 [SD] 円 (*1)WOWOWの視聴料は、株式会社WOWOWへ直接のお支払いとなります

ホームページURL追加 円 [HD] 円 (*2)スーパーデラックスコースにてご視聴いただけます（別途料金はかかりません）。

ホームページ容量追加 円 [HD] 円 (*3)デラックスコースにてご視聴いただけます（別途料金はかかりません）。

迷惑メールスキャンサービス 円 (*4)成人向けチャンネルです。未成年の方はご視聴いただけません。

グローバルIPアドレス（DHCP) (*4) 円
(*3)放送サービスコース順位

①スーパーデラックスコース　②デラックスコース　③ライトコース 【6】工事に関する費用
(*4)お客様のご要望により付与させていただきます。 6-1）設置工事

3-2）コンテンツ利用料 円～

円～

6-2）その他

円

円/台

円/台

【4】 解除料

基本利用料に規定するコースの解除料 円／ 台 【７】各種変更手数料

円

【８】損害金 （非課税）

円/台

円/個

円/個
※機器等の紛失及び修理不能による場合にも適用します。

1,100

契約者が更新期間以外に契約の解除を行う場合に適用します。4,400

衛星劇場 1,980

ＴＢＳチャンネル１ＨＤ 最新ドラマ・音楽・映画 (*2)(*3) 660

ＴＢＳチャンネル２ＨＤ　名作ドラマ・スポーツ・アニメ (*2)(*3) 660

レッドチェリー (*4) 2,750

衛星劇場ＨＤ 2,094 プレイボーイ＋レッドセット (*4) 3,300

(*2)(*3) 660 (*2) 440

テレ朝チャンネル２ (*2)(*3) 660 プレイボーイチャンネル (*4) 2,750

テレ朝チャンネル１・２セット 1,100

ＣＮＮ Ｕ.Ｓ. ＨＤ 2,200

時代劇専門チャンネルＨＤ (*2)(*3) 770 日経ＣＮＢＣ (*2)(*3) 990

770

ＴＢＳＮＥＷＳ (*2)(*3) 408

2,970

アジアドラマチックＴＶ★ＨＤ (*2)(*3) 660 パチンコ☆パチスロＴＶ！ 1,100

ＷＯＷＯＷプラス (*2) 770

Ｍｎｅｔ 2,200

日本映画専門チャンネルＨＤ (*2)(*3) 770 タカラヅカ・スカイ・ステージ

ディズニー・チャンネル+ジュニアセット (*2)(*3) 869 ＫＮＴＶ ＨＤ 3,300

東映チャンネルＨＤ 1,650

グリーンチャンネル２ＨＤ 1,320

1,320

ディズニー・チャンネルＨＤ (*2)(*3) 764 グリーンチャンネルＨＤ 2ﾁｬﾝﾈﾙｾｯﾄ
ディズニージュニア (*2)(*3) 764

ＫＢＳＷｏｒｌｄ ＨＤ 770

アニマックスＨＤ (*2)(*3) 812 釣りビジョンＨＤ

円

ＪＳＰＯＲＴＳ４ＨＤ フジテレビＮＥＸＴライブ・プレミアム

ＪＳＰＯＲＴＳ４ＨＤ 1,430 フジテレビＮＥＸＴライブ・プレミアム 1,320

(*2)(*3) 2,514 円 フジテレビＴＷＯドラマ・アニメ 1,650

(*2)(*3)

スターチャンネル３ 2,530

ＷＯＷＯＷ　４Ｋ (*1)

(*2)(*3)

4ﾁｬﾝﾈﾙｾｯﾄ

ＴＢＳチャンネル１・２セット (*2)(*3) 1,100

ＪＳＰＯＲＴＳ２ＨＤ (*2)(*3) フジテレビＯＮＥスポーツ・バラエティ 3ﾁｬﾝﾈﾙｾｯﾄ

提携事業者の定める規約・料金に準じます 提携事業者の定める規約に準じます。

月額利用料は、インターネット接続サービス
料金表に準じます。

基本利用料に追加しお支払いいただきます。

330 標準5個を超えるアカウント1個につき

品目 月額利用料 備考

第13条（3）（イ）に規定する
当社の提供するコンテンツ

当社が別に定める規約・料金に準じます 当社が別に定める規約に準じます。

第14条（1）に規定する
提携事業者の提供するコンテンツ

0 1アカウントに付き1個付与

第13条（3）（ア）に規定する
当社の提供するコンテンツ

無料

330

メールアカウント1個につき

追加STB、HitPot、BD-HitPot
基本利用料の契約コースが上位コースの場合、
2台目割引が適用されます。
月額利用料は、放送サービス料金表に準じます。(※3)

基本利用料に追加しお支払いいただきます。

追加ケーブルモデム

月額利用料

Ｂ
Ｓ

ＷＯＷＯＷプライム (*1) スターチャンネル１

ＷＯＷＯＷライブ (*1) 4ﾁｬﾝﾈﾙｾｯﾄ スターチャンネル２

チャンネル名 月額利用料 チャンネル名

3ﾁｬﾝﾈﾙｾｯﾄ
ＷＯＷＯＷシネマ (*1) 2,530 円

種別 料金

名義変更（相続・親族間） 無料

上記を除く譲渡等の場合 11,000

配線追加・配線移動 別途お見積り

同一機種での機器交換 13,200

スマートTVBOX専用リモコン　(*) 3,000

電源アダプタ 3,000

決済口座・クレジットカード変更 無料

種別 料金

スマートTVBOX　(*) 50,000

設置場所変更を伴わない

スマートTVBOXへの機器交換 13,200 設置場所変更を伴わない

種別 料金 備考

保守 4,400 出張費用として

種別 料金

引込み・宅内工事 22,000 （受信施設の工事を要する場合）

スマートTVBOX設置工事 13,200

330 標準2個を超えるアカウント1個につき

C
S

ＪＳＰＯＲＴＳ１ＨＤ

ＪＳＰＯＲＴＳ３ＨＤ

スカイ・Ａ

テレ朝チャンネル１

Ｖ☆パラダイス

・通信速度（ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ）
下り100Mbps/上り10Mbps
・ﾒｰﾙｱｶｳﾝﾄ（5ｱｶｳﾝﾄ）
・ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ（2ｱｶｳﾝﾄ）
・ﾒｰﾙｳｲﾙｽｽｷｬﾝ
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞURL（1個・50MB）

(*2)月額利用料には、日本放送協会（NHK）の受信料、株式会社WOWOW、株式会社スター・チャンネルその他有料番組利用料は含まれており
ません。

品目 月額利用料 備考

標準1個を超えるURL1個につき

330 標準50MBを超える5MBにつき

220

戸建 6,380

集合 5,720

集合 10,230

ＹＯＵＴＶスマートＢＯＸデラックス
(*1) (*2)

戸建 9,790

ＹＯＵＴＶスマートＢＯＸスーパーデラックス
(*1) (*2)

戸建 10,890

集合 9,130

ＹＯＵＴＶスマートＢＯＸライト
(*1) (*2)

品目 建物 料金（月額） 通信サービス

全サービス 1契約者世帯毎 11,000 全サービス 1契約毎

※2017年末をもって、新規申込み及び販売を終了しています。

3,300

種別 単位 料金 種別 単位 料金

2022年7月1日現在　ＹＯＵﾃﾚﾋﾞ株式会社

※表示料金はすべて消費税込み（税率10％）となります。


