
ギガギガ

11万4,992円 お得！（税込）

ギガ

総額
最大

※戸建住宅にお住まいの方が新規で、「スマートもっとお得プラン10G」 にご加入いただき、「基本工事
費0円キャンペーン」「J:COMスタート割」「あんしん乗換キャッシュバック」「乗換サポートキャッシュバッ
ク」適用の場合。

※「J:COM NET 光 10G/5Gコース」の提供エリアは、大分市 / 由布市 / 津久見市の各エリアの一部（集合
住宅は光導入済み物件のみ）、国東市、九重町に限る。

次世代 AI Wi-Fi　超高速インターネット

拡 大
J:COMサービスエリア

大分市 ★ 由布市★ 津久見市★ 豊後大野市
キャンペーン実施中！九重町 国東市 竹田市 臼杵市

★  エリアの 一 部 。 集 合 住 宅 は 光 導 入 済 み 物 件 のみ 。
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パソコン・スマホなどのお困り事を
リモート操作でサポート！
パソコン・スマホなどのお困り事を
リモート操作でサポート！

月額利用料金 500円（税込550円）／世帯 ご加入月含む最大2カ月間無料！

電話で質問・相談

その場で回答＆
リモート操作で
　　　　解決！

お子さまのご利用にも安心の
フィルタリングソフト。

i-フィルター for ZAQ☆1 ＊2

＊3

＊1

＊5迷惑メール撃退サービス
受け取りたくないメールをサーバー側で
自動的に拒否、または隔離します。

＊3 ＊4
メールウイルス
スキャンサービス
メールの添付ファイルがウイルス感染
していないかサーバー上でチェックします。

ホームページウイルス
スキャンサービス
ホームページ上の画像やホームページ
自体のウイルスをスキャンします。

これ１つで安心の総合セキュリティーサービス。
タブレットやスマホもOK!

マカフィー for ZAQ

上り下り最大 10Gbps

光 10Gコース
〈Wi-Fi標準装備〉

★1

J:COM NET 光 最速！
とにかく速度にこだわる方へ！

10ギガって、
どれくらい
速いの…？

光 10G

光  5 G

光  1 G

光 320M

例：動画・音楽ダウンロードに要する
　　時間で比較してみると…
　　（データ量3.5GBと仮定）

？
※理論値。

約6秒！

安心・安定の
光ファイバー回線だから
高速で快適インターネット！

Wi-Fi付きだからすぐに使えて、
家じゅうどこでもつながる！

プロバイダー契約不要！
料金込み！

地域密着だから
困ったときも安心！

充実の総合セキュリティーが
無料で付いてくる！

安定した高速インターネットで
通信制限を
気にせず
快適！

家じゅうスマホやタブレットでサクサク快適！ 通信料・プロバイダー料・
モデムレンタル料全て
コミコミで安い！

接続時の設定や
お困り事もサポート
いたします！

お子さまの使用も安心！
ウイルス対策、迷惑メール対策、
不正アクセス対策、
フィッシングサイト対策など総合セキュリティーで
パソコンもスマホも全て守る！

無料

スマホも！

ゲームも！

パソコンも！

タブレットも！

約3秒！

約30秒

約1分半…

LOADING…

LOADING…

J:COM NET 光 の

あんしんリモートサポート オプション

※提供エリアは、大分市 / 由布市 / 津久見市の各エリアの一部（集合住宅は光導入済み
物件のみ）、国東市、九重町に限る。
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★１ 利用環境・利用機器により通信速度の変動あり。　＊1 加入者専用サイトにて申込受付。　＊2 Mac OSには対応なし。　＊3 J:COM NETのメールアドレスでの利用。各メールアドレスに別途設定が必要。　＊4 パソコンに感染
したウイルスは削除できず、ウイルス検知・削除の対象はメールの添付ファイルのみ。ウイルスによっては検知・削除できない場合あり。　＊5 J:COM NET接続時に利用可能。別途設定が必要。　＊6 浴室内でスマートフォン・タブレッ
トなどの端末を取り扱う場合、防水対応が必要。　【高機能Wi-Fi】※ご利用には、J:COM 大分指定サービスへのご加入が必要。　※IEEE802.11a/b/g/n/ac規格に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末が必要。また、
指定アプリのインストールおよび対応端末(Android 5.0以上またはiOS 11.0以上) 、J:COMパーソナルIDの作成が必要。　※無線LANの特性上、環境により速度が遅くなる場合や電波が届かない場合あり。　※別途、機器（ポッド）
1台の設置が必要。　※追加契約可能な機器(ポッド)台数は、4台まで。　※一部集合住宅では、提供できない場合あり。詳しくはJ:COMまで。　※「J:COM NET 光 320Mコース」以上へのご加入が必要。　 【メッシュWi-Fi追加ポッ
ド 最大2カ月無料】〈対象者〉メッシュWi-Fi追加ポッドを新規で加入されたお客さま。　 〈適用〉※設置月とその翌月の月額利用料金を割引。　※適用は、1世帯につき1台のみ。　※契約状況などにより一部適用対象外となる場合あり。
詳しくはJ:COMまで。　〈ご注意〉※割引期間終了後は、通常月額利用料金にて自動継続｡　※割引期間中にサービス変更・解約された場合、割引は終了。　※McAfee、マカフィー、および McAfeeのロゴは、米国法人 McAfee, 
LLCまたはその米国およびその他の国の子会社の商標または登録商標。その他の商標やブランドはそれぞれ他の者に権利が帰属していると主張される場合あり。　【あんしんリモートサポート】※ご利用には、J:COM 大分提供のNETサー
ビスへのご加入が必要。当該NETサービスのご利用には、月額基本料金、工事費などが必要。　※ご加入月(工事を伴う場合は設置工事月)を含む2カ月間無料、3カ月目以降のご請求。　※現在ご利用の環境によっては、遠隔操
作でのサポートができない場合あり。また、問題の完全解決を保証するものではなく、操作方法のご案内や設定支援のサービスとなる。　※個人のお客さまが、インターネットをプライベートでご利用の場合に限り提供可能。　【「あん
しんリモートサポート」提供に関する特定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて :1. ご契約時にお渡しする「特定商取引法に基づく表示」全文書面の受領日から 8 日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお
申し出いただければ、「あんしんリモートサポート」の契約を解除可能。ただし、J:COM 大分提供サービスの新規お申し込みと同時に「あんしんリモートサポート」をお申し込みの場合、別途弊社が交付する「ご契約内容のご案内 ( 契
約締結後書面)」の受領日から起算して8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、「あんしんリモートサポート」の契約を解除可能。初期契約解除制度の詳細は、契約締結後書面に記載。　2.既に「あ
んしんリモートサポート」がお客さまへ提供開始されている場合、サービス終了に要する費用は弊社負担。　●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付｡

超高速 光 10ギガコース！
セキュリティーとサポートも充実で
快適なインターネット生活を！

J:COM NET

☆1 ご使用のOSのバージョンにより動作可否あり。詳しくはJ:COMまで。

メッシュWi-Fi追加ポッド１台目の月額利用料金が

家じゅうサクサク！つながるW i - F i
スマホ、タブレット、パソコン、スマートスピーカー、IoT家電など
複数の通信機器を接続しても安定した通信が可能です。

次世代 AI Wi-Fiがサクサクつながる３つのワケ

Wi-F iの使用状況をクラウドに蓄積、AIが分析・学習。過去の
利用状況・端末に合わせて自動最適化。

A I によって混雑していない周波数帯域を自動で選択。□ バンドステアリング

□ クラウドとAI（人工知能）
周波数帯域内のチャンネルも自動切換して電波干渉が起きにくい。□ チャンネルステアリング

Wi-Fiの自動最適化で快適
□ A Iが自動で最適な接続へ切り換え。
□ ほかのお部屋からの電波干渉が起こっても、
　 影響を受けにくくなる。

通信状況の確認ができる
□ 専用アプリで端末ごとの接続状況を表示！
□ お子さまの使用状況や利用時間の制限、
　 有害なコンテンツのフィルタリングなど
 　端末ごとにコントロール！
□ ゲストへの専用パスワードもその場で設定・接続！

機器(ポッド)の追加でWi-Fiの死角ゼロへ

最大2カ月間0円！

□ Wi -F iの届く範囲が広がる。
□ 届きにくかった2階やお風呂もつながる。
✓
✓月額利用料金 500円（税込550円）/台

✓
✓

✓
✓

✓

画像・イラストはすべてイメージ。

キッチン
でも！

リビング
でも！

お風呂
でも！

＊6

寝室
でも！

書斎
でも！

次世代 AI Wi-Fi

オプション

※既にJ:COM NETにご加入中の方はモデムの交換が必要となる場合あり。　※「J:COMメッシュWi-Fi」（ポッド2台セット（長期契約タイプ月額880円（税込）／標準契約タイプ
月額1,100円（税込）））をご利用のお客さまは対象外。

対象
条件

新規でメッシュWi-Fi追加ポッドを
お申し込みのお客さま

【J:COM LINK mini】※ご利用には、J:COMが指定するサービスへのご加入が必要。　※J:COM LINK miniのご利用にはインターネット通信環境および無線LAN接続環境が必要。　※契約プラン・利用環境により、提供できない場合あり。　※新
規でJ:COM LINK miniにご加入の場合は「J:COM オンデマンド メガパック」「J:COMまとめ請求 for Netflix」「J:COMまとめ請求 for Disney+」のいずれかとセットでのご加入が必要。　【J:COM LINK mini(以下、本サービス)に関す
る特定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて：1.設置工事日から8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、本サービスの契約を解除可能。　2.既に本サービスがお客さまへ提供開始されてい
る場合、サービス終了に要する費用は弊社負担。　 ●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付。 　【J:COM LINK mini無料】※「スマートお得NET」または「青春22割」「青春26割」
適用のJ:COM NETおよび、「J:COMオンデマンド メガパック」「J:COMまとめ請求 for Netflix」「J:COMまとめ請求 for Disney＋」いずれかにご加入の場合、J:COM LINK miniの通常月額利用料金550円(税込)が無料。適用は1世帯
につき1台のみ。　※「J:COMまとめ請求 for Disney+」ご加入の場合、「ディズニープラス」の無料提供期間中は本割引の適用対象外。　※前記条件を満たさなくなった場合、通常月額利用料金での提供。　※J:COM TVにご加入の方は適
用対象外(通常月額利用料金にて利用可能)。　【J:COMオンデマンド メガパック】※J:COM 大分指定サービスへのご加入が必要。　※「スマートお得NET」または「青春22割」「青春26割」適用のJ:COM NET、およびJ:COM LINK mini
をお申し込みの場合を除き、加入月を含む3カ月の最低利用期間あり。途中解約される場合においても、1カ月分の利用料金(消費税相当額含む)のお支払いが必要。　※作品により「J:COMオンデマンド」アプリ（J:COM LINK専用含む）
に未対応の場合あり。　※録画不可。　【J:COMまとめ請求 for Netflix/J:COMまとめ請求 for Disney+】P.21またはP.23を参照。

★2 J:COM TVを含む「青春22割」「青春26割」適用プランにご加入の場合、通常月額利用料金での提供。　※別途、「J:COMオンデマンド メガパック」「Netflix」「ディズニープラス」いずれか
の月額利用料金が必要。　※ご加入プランによっては別途各社とのご契約、各社が定めた月額利用料金などが必要となる場合あり。 

指定のネットプランと「J:COMオンデマンド メガパック」「Netflix」「ディズニープラス」いずれかのセット加入の場合

J:COM LINK mini オプション

「J:COM LINK mini」が実質無料  に!★2

ネット動画サクサク！ テレビの大画面で楽しもう
□ 設置かんたん！
　 テレビに挿すだけ
✓ □ 動画アプリは

　 インストール済み
✓ □ お使いのテレビが

　 そのまま高機能テレビへ！
✓

月額利用料金 500円（税込550円）

☆2

☆2 高機能Wi-Fi設置の場合。
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パソコン・スマホなどのお困り事を
リモート操作でサポート！
パソコン・スマホなどのお困り事を
リモート操作でサポート！

月額利用料金 500円（税込550円）／世帯 ご加入月含む最大2カ月間無料！

電話で質問・相談

その場で回答＆
リモート操作で
　　　　解決！

お子さまのご利用にも安心の
フィルタリングソフト。

i-フィルター for ZAQ☆1 ＊2

＊3

＊1

＊5迷惑メール撃退サービス
受け取りたくないメールをサーバー側で
自動的に拒否、または隔離します。

＊3 ＊4
メールウイルス
スキャンサービス
メールの添付ファイルがウイルス感染
していないかサーバー上でチェックします。

ホームページウイルス
スキャンサービス
ホームページ上の画像やホームページ
自体のウイルスをスキャンします。

これ１つで安心の総合セキュリティーサービス。
タブレットやスマホもOK!

マカフィー for ZAQ

上り下り最大 10Gbps

光 10Gコース
〈Wi-Fi標準装備〉

★1

J:COM NET 光 最速！
とにかく速度にこだわる方へ！

10ギガって、
どれくらい
速いの…？

光 10G

光  5 G

光  1 G

光 320M

例：動画・音楽ダウンロードに要する
　　時間で比較してみると…
　　（データ量3.5GBと仮定）

？
※理論値。

約6秒！

安心・安定の
光ファイバー回線だから
高速で快適インターネット！

Wi-Fi付きだからすぐに使えて、
家じゅうどこでもつながる！

プロバイダー契約不要！
料金込み！

地域密着だから
困ったときも安心！

充実の総合セキュリティーが
無料で付いてくる！

安定した高速インターネットで
通信制限を
気にせず
快適！

家じゅうスマホやタブレットでサクサク快適！ 通信料・プロバイダー料・
モデムレンタル料全て
コミコミで安い！

接続時の設定や
お困り事もサポート
いたします！

お子さまの使用も安心！
ウイルス対策、迷惑メール対策、
不正アクセス対策、
フィッシングサイト対策など総合セキュリティーで
パソコンもスマホも全て守る！

無料

スマホも！

ゲームも！

パソコンも！

タブレットも！

約3秒！

約30秒

約1分半…

LOADING…

LOADING…

J:COM NET 光 の

あんしんリモートサポート オプション

※提供エリアは、大分市 / 由布市 / 津久見市の各エリアの一部（集合住宅は光導入済み
物件のみ）、国東市、九重町に限る。
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★１ 利用環境・利用機器により通信速度の変動あり。　＊1 加入者専用サイトにて申込受付。　＊2 Mac OSには対応なし。　＊3 J:COM NETのメールアドレスでの利用。各メールアドレスに別途設定が必要。　＊4 パソコンに感染
したウイルスは削除できず、ウイルス検知・削除の対象はメールの添付ファイルのみ。ウイルスによっては検知・削除できない場合あり。　＊5 J:COM NET接続時に利用可能。別途設定が必要。　＊6 浴室内でスマートフォン・タブレッ
トなどの端末を取り扱う場合、防水対応が必要。　【高機能Wi-Fi】※ご利用には、J:COM 大分指定サービスへのご加入が必要。　※IEEE802.11a/b/g/n/ac規格に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末が必要。また、
指定アプリのインストールおよび対応端末(Android 5.0以上またはiOS 11.0以上) 、J:COMパーソナルIDの作成が必要。　※無線LANの特性上、環境により速度が遅くなる場合や電波が届かない場合あり。　※別途、機器（ポッド）
1台の設置が必要。　※追加契約可能な機器(ポッド)台数は、4台まで。　※一部集合住宅では、提供できない場合あり。詳しくはJ:COMまで。　※「J:COM NET 光 320Mコース」以上へのご加入が必要。　 【メッシュWi-Fi追加ポッ
ド 最大2カ月無料】〈対象者〉メッシュWi-Fi追加ポッドを新規で加入されたお客さま。　 〈適用〉※設置月とその翌月の月額利用料金を割引。　※適用は、1世帯につき1台のみ。　※契約状況などにより一部適用対象外となる場合あり。
詳しくはJ:COMまで。　〈ご注意〉※割引期間終了後は、通常月額利用料金にて自動継続｡　※割引期間中にサービス変更・解約された場合、割引は終了。　※McAfee、マカフィー、および McAfeeのロゴは、米国法人 McAfee, 
LLCまたはその米国およびその他の国の子会社の商標または登録商標。その他の商標やブランドはそれぞれ他の者に権利が帰属していると主張される場合あり。　【あんしんリモートサポート】※ご利用には、J:COM 大分提供のNETサー
ビスへのご加入が必要。当該NETサービスのご利用には、月額基本料金、工事費などが必要。　※ご加入月(工事を伴う場合は設置工事月)を含む2カ月間無料、3カ月目以降のご請求。　※現在ご利用の環境によっては、遠隔操
作でのサポートができない場合あり。また、問題の完全解決を保証するものではなく、操作方法のご案内や設定支援のサービスとなる。　※個人のお客さまが、インターネットをプライベートでご利用の場合に限り提供可能。　【「あん
しんリモートサポート」提供に関する特定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて :1. ご契約時にお渡しする「特定商取引法に基づく表示」全文書面の受領日から 8 日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお
申し出いただければ、「あんしんリモートサポート」の契約を解除可能。ただし、J:COM 大分提供サービスの新規お申し込みと同時に「あんしんリモートサポート」をお申し込みの場合、別途弊社が交付する「ご契約内容のご案内 ( 契
約締結後書面)」の受領日から起算して8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、「あんしんリモートサポート」の契約を解除可能。初期契約解除制度の詳細は、契約締結後書面に記載。　2.既に「あ
んしんリモートサポート」がお客さまへ提供開始されている場合、サービス終了に要する費用は弊社負担。　●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付｡

超高速 光 10ギガコース！
セキュリティーとサポートも充実で
快適なインターネット生活を！

J:COM NET

☆1 ご使用のOSのバージョンにより動作可否あり。詳しくはJ:COMまで。

メッシュWi-Fi追加ポッド１台目の月額利用料金が

家じゅうサクサク！つながるW i - F i
スマホ、タブレット、パソコン、スマートスピーカー、IoT家電など
複数の通信機器を接続しても安定した通信が可能です。

次世代 AI Wi-Fiがサクサクつながる３つのワケ

Wi-F iの使用状況をクラウドに蓄積、AIが分析・学習。過去の
利用状況・端末に合わせて自動最適化。

A I によって混雑していない周波数帯域を自動で選択。□ バンドステアリング

□ クラウドとAI（人工知能）
周波数帯域内のチャンネルも自動切換して電波干渉が起きにくい。□ チャンネルステアリング

Wi-Fiの自動最適化で快適
□ A Iが自動で最適な接続へ切り換え。
□ ほかのお部屋からの電波干渉が起こっても、
　 影響を受けにくくなる。

通信状況の確認ができる
□ 専用アプリで端末ごとの接続状況を表示！
□ お子さまの使用状況や利用時間の制限、
　 有害なコンテンツのフィルタリングなど
 　端末ごとにコントロール！
□ ゲストへの専用パスワードもその場で設定・接続！

機器(ポッド)の追加でWi-Fiの死角ゼロへ

最大2カ月間0円！

□ Wi -F iの届く範囲が広がる。
□ 届きにくかった2階やお風呂もつながる。
✓
✓月額利用料金 500円（税込550円）/台

✓
✓

✓
✓

✓

画像・イラストはすべてイメージ。

キッチン
でも！

リビング
でも！

お風呂
でも！

＊6

寝室
でも！

書斎
でも！

次世代 AI Wi-Fi

オプション

※既にJ:COM NETにご加入中の方はモデムの交換が必要となる場合あり。　※「J:COMメッシュWi-Fi」（ポッド2台セット（長期契約タイプ月額880円（税込）／標準契約タイプ
月額1,100円（税込）））をご利用のお客さまは対象外。

対象
条件

新規でメッシュWi-Fi追加ポッドを
お申し込みのお客さま

【J:COM LINK mini】※ご利用には、J:COMが指定するサービスへのご加入が必要。　※J:COM LINK miniのご利用にはインターネット通信環境および無線LAN接続環境が必要。　※契約プラン・利用環境により、提供できない場合あり。　※新
規でJ:COM LINK miniにご加入の場合は「J:COM オンデマンド メガパック」「J:COMまとめ請求 for Netflix」「J:COMまとめ請求 for Disney+」のいずれかとセットでのご加入が必要。　【J:COM LINK mini(以下、本サービス)に関す
る特定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて：1.設置工事日から8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、本サービスの契約を解除可能。　2.既に本サービスがお客さまへ提供開始されてい
る場合、サービス終了に要する費用は弊社負担。　 ●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付。 　【J:COM LINK mini無料】※「スマートお得NET」または「青春22割」「青春26割」
適用のJ:COM NETおよび、「J:COMオンデマンド メガパック」「J:COMまとめ請求 for Netflix」「J:COMまとめ請求 for Disney＋」いずれかにご加入の場合、J:COM LINK miniの通常月額利用料金550円(税込)が無料。適用は1世帯
につき1台のみ。　※「J:COMまとめ請求 for Disney+」ご加入の場合、「ディズニープラス」の無料提供期間中は本割引の適用対象外。　※前記条件を満たさなくなった場合、通常月額利用料金での提供。　※J:COM TVにご加入の方は適
用対象外(通常月額利用料金にて利用可能)。　【J:COMオンデマンド メガパック】※J:COM 大分指定サービスへのご加入が必要。　※「スマートお得NET」または「青春22割」「青春26割」適用のJ:COM NET、およびJ:COM LINK mini
をお申し込みの場合を除き、加入月を含む3カ月の最低利用期間あり。途中解約される場合においても、1カ月分の利用料金(消費税相当額含む)のお支払いが必要。　※作品により「J:COMオンデマンド」アプリ（J:COM LINK専用含む）
に未対応の場合あり。　※録画不可。　【J:COMまとめ請求 for Netflix/J:COMまとめ請求 for Disney+】P.21またはP.23を参照。

★2 J:COM TVを含む「青春22割」「青春26割」適用プランにご加入の場合、通常月額利用料金での提供。　※別途、「J:COMオンデマンド メガパック」「Netflix」「ディズニープラス」いずれか
の月額利用料金が必要。　※ご加入プランによっては別途各社とのご契約、各社が定めた月額利用料金などが必要となる場合あり。 

指定のネットプランと「J:COMオンデマンド メガパック」「Netflix」「ディズニープラス」いずれかのセット加入の場合

J:COM LINK mini オプション

「J:COM LINK mini」が実質無料  に!★2

ネット動画サクサク！ テレビの大画面で楽しもう
□ 設置かんたん！
　 テレビに挿すだけ
✓ □ 動画アプリは

　 インストール済み
✓ □ お使いのテレビが

　 そのまま高機能テレビへ！
✓

月額利用料金 500円（税込550円）

☆2

☆2 高機能Wi-Fi設置の場合。
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■リモコンのマイクボタンを押して話しかけるだけ。
　面倒な文字入力は不要。

例えば…

さらに…

音声検索「出演者の名前で」「ドラマ・スポーツなどのジャンルで」

▲

視聴傾向に合わせたおすすめ番組や人気ランキングなどを自動表示

▲

地デジ・BS・専門チャンネルの放送番組はもちろん、ネット動画までまとめて検索！

■スマホ・タブレットが2台目のテレビに！

■外出先でも番組視聴や録画予約も！

現在放送中の番組視聴や録画番組が再生可能。

外出先から放送番組の視聴が可能。
録画予約もできるので、録り忘れの心配なし。

■録画番組やJ:COMオンデマンドを持ち出して楽しめる！
事前にWi-Fi環境でダウンロードしておくと、見たい番組をいつでもどこでも楽しめる。

＊5

＊6

Dolby Atmos®＊7対応だから、
息をのむ大迫力の映像と音声を自宅のテレビで楽しめる。
アンテナ不要で4K放送が見られ、
チャンネルやコンテンツも充実！

音声操作「〇〇チャンネルに変えて！」「YouTube にして！」

おうちを　たのしく　しあわせに
あなたの見たい！がひろがるテレビ
BSや専門チャンネルに加え、
ネット動画をテレビの
大画面で楽しめる！

声でカンタン検索・操作！

専用アプリを使ってスマホや
タブレットでいつでもどこでも！

＊2

＊3

＊4

（ Gooɡle アシスタント 搭載 ）

まるでおうちが映画館！圧倒的な高画質！
ネット動画や放送番組を4Kで！

見たい番組の録画予約を忘れた…　外出先でスポーツの生中継が見たい…　話題の作品を外出先でも楽しみたい…

アプリをダウンロードするだけ！無料

J:COM LINK J:COMオンデマンド
for J:COM LINK

DiXiM Play
 for J:COM

マイクボタン

分かりやすい検索画面

シンプルな機能の
チューナーもあります

4K J:COM Box

※一部機能制限あり。詳しくはJ:COMまで。
※ご提供するものは写真と異なる場合あり。

関連番組をとことん楽しむ
出演者検索・自動録画・おすすめ特集機能

例えば

J:COM TV

話題作も人気のネット動画も
テレビの大画面で楽しめる！

＊1

J:COM LINK の

お持ちのテレビに J:COM LINK をつなげるだけ！

2番組同時
録画可能

テレビ

＋

４K放送

専門
チャンネル

BS
デジタル放送

★2

地上
デジタル放送

（NHK、大分民放、
福岡民放3局）

J:COM LINK（4K対応チューナー）
トリプルチューナー

★２　一部チャンネルはオプションチャンネル(有料)。
★3　HD放送を「標準」録画モードで録画した場合（持ち出し番組は「高画質」設定）。4K放送の持ち出し番組は作成されない。放送レートや設定条件によって異なる。

画像・画面・イラストはすべてイメージ。

★1 ダウンロードしてアプリを追加する必要あり。　※サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要となる場合あり。

★1
★1 ★1 ★1

外出先でも
楽しめる

録画

録画可能時間
HD放送：約139時間

 ４K放送：約120時間

★3

録画用ハードディスク
（J:COM LINK専用）

※リモコンの機種により、ボタンの
位置・形状が異なる場合あり。

※表示内容はご加入のサービスや
　設定内容により異なる。

2TB

月額利用料金 800円（税込880円）

設置月含む最大3カ月間無料！

※ご契約プランによっては1,320円（税込）で
　ご提供する場合あり。

オプション

＊１ おすすめ番組やネット動画の配信作品など、表示内容は予告なく変更となる場合あり。　＊２ 発話する内容、キーワードによっては音声検索・操作が行えない場合あり。　＊３ 表示内容は設定・契約内容により異なる。
視聴チャンネルにより、表示されない場合あり。　＊４ J:COM LINKのご契約、インターネット通信環境および無線LAN接続環境が必要。無線LANの接続環境および利用端末により視聴できない場合あり。４K放送は
DLNA(ホームネットワーク)視聴未対応。　＊５ J:COM LINKと外付けハードディスクの接続が必要。4K放送はLAN録画（ダビング・ムーブ含む）、放送中番組および録画番組（リモート・ダウンロード含む）の視聴不可。　＊６ 
利用環境・番組によりダウンロードできない場合あり。一部の番組・コンテンツはダウンロード不可。録画番組の持ち出しはUSBハードディスクに録画した番組のみ可能。　＊７ 対応作品は一部に限る。ドルビー音声をお
楽しみいただくには、別途ドルビーアトモス/ドルビーオーディオ対応テレビ、または対応の外付けオーディオ機器が必要。Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby AudioおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズ
の商標または登録商標。 　【４K放送】※4K放送および4K画質での視聴には、4K J:COM BoxまたはJ:COM LINKのご契約と、HDMI2.0/HDCP2.2の規格に対応した4K対応テレビが必要。 　【スマホ・タブレット向
けJ:COM LINK専用アプリ】※各アプリのご利用には、インターネット接続環境、指定アプリのダウンロード、およびJ:COM LINK本体の事前設定が必要。また、「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」アプリは、J:COMパー
ソナルIDが必要。ご利用にかかる通信料はお客さま負担（「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」アプリのみ、「J:COM MOBILE Aプラン」はデータ通信量の使用なし)。　※契約プランまたは接続端末・接続環境
などにより、利用できない場合あり。　※4K放送・作品の視聴・購入不可。　※利用環境や視聴方法によって、同時視聴可能な端末台数が異なる。　※日本国内でのご利用に限る。　※一部、アプリ経由での宅外視
聴に未対応の放送・作品あり。  【「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」アプリ】 ※録画不可。　※ダウンロードした作品の視聴期間は、原則48時間。 　【J:COM LINK】※ご利用には、J:COM TVおよびJ:COM 
大分指定サービスへのご加入が必要。　※契約プラン・利用環境により、提供できない場合あり。　※接続可能な外付けハードディスクは、6TB以下まで。 　【ネット動画】※別途各社とのご契約・各社が定めた月額利用
料金などが必要となる場合あり。詳しくは各社まで。　※フィルタリングサービスご利用中の端末では、ご利用いただけない場合あり。　※配信作品は予告なく変更となる場合あり。　【録画用ハードディスク(J:COM 
LINK専用)3カ月割引】〈対象者〉対象サービスを契約されたお客さま。　〈適用〉※設置月を含む3カ月間、月額利用料金を割引。　※適用は１台につき1回のみ。複数台適用不可。 　〈ご注意〉※割引期間終了後は、通
常料金にて自動継続｡　※割引期間中にサービス変更された場合、割引は終了。　【録画用ハードディスク（J:COM LINK専用）】※ご利用にはJ:COM LINKのご契約が必要。ハードディスク単体ではご契約不可。また、メー
カー・機種・色は選択不可。　※録画した番組は、録画を行った機器でのみ再生可能。　※4K放送はDLNA視聴（ホームネットワーク）およびLAN録画（ダビング・ムーブ含む）には未対応。　※何らかの原因で録画できなかっ
た場合、一切その責任を負いかねる。　●製品名：MARSHAL USB 3.0/2.0対応外付ハードディスク（MAL32000EX3/BK-JS）（2TB）。〈アイ・オー・データ　USB 3.0/2.0 対応外付ハードディスク〉・HDCL-UTE シリー
ズ　HDCL-UTE2W（2TB） / HDCL-UTE2K（2TB）　●仕様［USB 部］インターフェース：3.0/2.0　端子数：1　端子形状：USB（B コネクター）　［電源］AC100V　50/60Hz　［動作環境］温度5 ～ 35℃　湿
度20 ～ 80％（結露なきこと）　・HDCZ-UT シリーズ　HDCZ-UT2W（2TB） / HDCZ-UT2K（2TB）　●仕様［USB 部］インターフェース：3.0/2.0　端子数：1　端子形状：MicroB コネクター　［電源］
AC100V　50/60Hz　［動作環境］温度5 ～ 35℃　湿度20 ～ 80％（結露なきこと）　●手続きに関する料金:本機器のみ持参・接続・設定する場合、基本工事費3,000円(3,300円(税込))。　【ご利用に関する特
定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて:1.設置工事日から8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、本機器の契約を解除可能。　2.既に本機器がお客さまに引き渡さ
れている場合、当該機器の引き取りに要する費用は弊社負担。　●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付｡　※ Gooɡleは、 Gooɡle LLC の商
標。　※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびＧガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標。

そ
の
他

テ
レ
ビ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

料
金
一
覧

※「Netflix」は、Netflix, Inc.の登録商標。　※「ディズニープラス」は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が運営するサービス。 © 2023 Disney　※「DAZN」は、DAZN 
Ltd.の商標または登録商標。　※YouTube およびYouTube ロゴは、 Gooɡle LLC の商標。　※Amazon、Prime Videoおよび関連する全ての商標はAmazon.com, Inc.または
その関連会社の商標。　※HuluはHulu,LLCの登録商標。　※TELASAは、TELASA株式会社の商標または登録商標。

★1

固
定
電
話

ス
マ
ホ
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■リモコンのマイクボタンを押して話しかけるだけ。
　面倒な文字入力は不要。

例えば…

さらに…

音声検索「出演者の名前で」「ドラマ・スポーツなどのジャンルで」

▲

視聴傾向に合わせたおすすめ番組や人気ランキングなどを自動表示

▲

地デジ・BS・専門チャンネルの放送番組はもちろん、ネット動画までまとめて検索！

■スマホ・タブレットが2台目のテレビに！

■外出先でも番組視聴や録画予約も！

現在放送中の番組視聴や録画番組が再生可能。

外出先から放送番組の視聴が可能。
録画予約もできるので、録り忘れの心配なし。

■録画番組やJ:COMオンデマンドを持ち出して楽しめる！
事前にWi-Fi環境でダウンロードしておくと、見たい番組をいつでもどこでも楽しめる。

＊5

＊6

Dolby Atmos®＊7対応だから、
息をのむ大迫力の映像と音声を自宅のテレビで楽しめる。
アンテナ不要で4K放送が見られ、
チャンネルやコンテンツも充実！

音声操作「〇〇チャンネルに変えて！」「YouTube にして！」

おうちを　たのしく　しあわせに
あなたの見たい！がひろがるテレビ
BSや専門チャンネルに加え、
ネット動画をテレビの
大画面で楽しめる！

声でカンタン検索・操作！

専用アプリを使ってスマホや
タブレットでいつでもどこでも！

＊2

＊3

＊4

（ Gooɡle アシスタント 搭載 ）

まるでおうちが映画館！圧倒的な高画質！
ネット動画や放送番組を4Kで！

見たい番組の録画予約を忘れた…　外出先でスポーツの生中継が見たい…　話題の作品を外出先でも楽しみたい…

アプリをダウンロードするだけ！無料

J:COM LINK J:COMオンデマンド
for J:COM LINK

DiXiM Play
 for J:COM

マイクボタン

分かりやすい検索画面

シンプルな機能の
チューナーもあります

4K J:COM Box

※一部機能制限あり。詳しくはJ:COMまで。
※ご提供するものは写真と異なる場合あり。

関連番組をとことん楽しむ
出演者検索・自動録画・おすすめ特集機能

例えば

J:COM TV

話題作も人気のネット動画も
テレビの大画面で楽しめる！

＊1

J:COM LINK の

お持ちのテレビに J:COM LINK をつなげるだけ！

2番組同時
録画可能

テレビ

＋

４K放送

専門
チャンネル

BS
デジタル放送

★2

地上
デジタル放送

（NHK、大分民放、
福岡民放3局）

J:COM LINK（4K対応チューナー）
トリプルチューナー

★２　一部チャンネルはオプションチャンネル(有料)。
★3　HD放送を「標準」録画モードで録画した場合（持ち出し番組は「高画質」設定）。4K放送の持ち出し番組は作成されない。放送レートや設定条件によって異なる。

画像・画面・イラストはすべてイメージ。

★1 ダウンロードしてアプリを追加する必要あり。　※サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要となる場合あり。

★1
★1 ★1 ★1

外出先でも
楽しめる

録画

録画可能時間
HD放送：約139時間

 ４K放送：約120時間

★3

録画用ハードディスク
（J:COM LINK専用）

※リモコンの機種により、ボタンの
位置・形状が異なる場合あり。

※表示内容はご加入のサービスや
　設定内容により異なる。

2TB

月額利用料金 800円（税込880円）

設置月含む最大3カ月間無料！

※ご契約プランによっては1,320円（税込）で
　ご提供する場合あり。

オプション

＊１ おすすめ番組やネット動画の配信作品など、表示内容は予告なく変更となる場合あり。　＊２ 発話する内容、キーワードによっては音声検索・操作が行えない場合あり。　＊３ 表示内容は設定・契約内容により異なる。
視聴チャンネルにより、表示されない場合あり。　＊４ J:COM LINKのご契約、インターネット通信環境および無線LAN接続環境が必要。無線LANの接続環境および利用端末により視聴できない場合あり。４K放送は
DLNA(ホームネットワーク)視聴未対応。　＊５ J:COM LINKと外付けハードディスクの接続が必要。4K放送はLAN録画（ダビング・ムーブ含む）、放送中番組および録画番組（リモート・ダウンロード含む）の視聴不可。　＊６ 
利用環境・番組によりダウンロードできない場合あり。一部の番組・コンテンツはダウンロード不可。録画番組の持ち出しはUSBハードディスクに録画した番組のみ可能。　＊７ 対応作品は一部に限る。ドルビー音声をお
楽しみいただくには、別途ドルビーアトモス/ドルビーオーディオ対応テレビ、または対応の外付けオーディオ機器が必要。Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby AudioおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズ
の商標または登録商標。 　【４K放送】※4K放送および4K画質での視聴には、4K J:COM BoxまたはJ:COM LINKのご契約と、HDMI2.0/HDCP2.2の規格に対応した4K対応テレビが必要。 　【スマホ・タブレット向
けJ:COM LINK専用アプリ】※各アプリのご利用には、インターネット接続環境、指定アプリのダウンロード、およびJ:COM LINK本体の事前設定が必要。また、「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」アプリは、J:COMパー
ソナルIDが必要。ご利用にかかる通信料はお客さま負担（「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」アプリのみ、「J:COM MOBILE Aプラン」はデータ通信量の使用なし)。　※契約プランまたは接続端末・接続環境
などにより、利用できない場合あり。　※4K放送・作品の視聴・購入不可。　※利用環境や視聴方法によって、同時視聴可能な端末台数が異なる。　※日本国内でのご利用に限る。　※一部、アプリ経由での宅外視
聴に未対応の放送・作品あり。  【「J:COMオンデマンド for J:COM LINK」アプリ】 ※録画不可。　※ダウンロードした作品の視聴期間は、原則48時間。 　【J:COM LINK】※ご利用には、J:COM TVおよびJ:COM 
大分指定サービスへのご加入が必要。　※契約プラン・利用環境により、提供できない場合あり。　※接続可能な外付けハードディスクは、6TB以下まで。 　【ネット動画】※別途各社とのご契約・各社が定めた月額利用
料金などが必要となる場合あり。詳しくは各社まで。　※フィルタリングサービスご利用中の端末では、ご利用いただけない場合あり。　※配信作品は予告なく変更となる場合あり。　【録画用ハードディスク(J:COM 
LINK専用)3カ月割引】〈対象者〉対象サービスを契約されたお客さま。　〈適用〉※設置月を含む3カ月間、月額利用料金を割引。　※適用は１台につき1回のみ。複数台適用不可。 　〈ご注意〉※割引期間終了後は、通
常料金にて自動継続｡　※割引期間中にサービス変更された場合、割引は終了。　【録画用ハードディスク（J:COM LINK専用）】※ご利用にはJ:COM LINKのご契約が必要。ハードディスク単体ではご契約不可。また、メー
カー・機種・色は選択不可。　※録画した番組は、録画を行った機器でのみ再生可能。　※4K放送はDLNA視聴（ホームネットワーク）およびLAN録画（ダビング・ムーブ含む）には未対応。　※何らかの原因で録画できなかっ
た場合、一切その責任を負いかねる。　●製品名：MARSHAL USB 3.0/2.0対応外付ハードディスク（MAL32000EX3/BK-JS）（2TB）。〈アイ・オー・データ　USB 3.0/2.0 対応外付ハードディスク〉・HDCL-UTE シリー
ズ　HDCL-UTE2W（2TB） / HDCL-UTE2K（2TB）　●仕様［USB 部］インターフェース：3.0/2.0　端子数：1　端子形状：USB（B コネクター）　［電源］AC100V　50/60Hz　［動作環境］温度5 ～ 35℃　湿
度20 ～ 80％（結露なきこと）　・HDCZ-UT シリーズ　HDCZ-UT2W（2TB） / HDCZ-UT2K（2TB）　●仕様［USB 部］インターフェース：3.0/2.0　端子数：1　端子形状：MicroB コネクター　［電源］
AC100V　50/60Hz　［動作環境］温度5 ～ 35℃　湿度20 ～ 80％（結露なきこと）　●手続きに関する料金:本機器のみ持参・接続・設定する場合、基本工事費3,000円(3,300円(税込))。　【ご利用に関する特
定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて:1.設置工事日から8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、本機器の契約を解除可能。　2.既に本機器がお客さまに引き渡さ
れている場合、当該機器の引き取りに要する費用は弊社負担。　●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付｡　※ Gooɡleは、 Gooɡle LLC の商
標。　※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびＧガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標。
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※「Netflix」は、Netflix, Inc.の登録商標。　※「ディズニープラス」は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が運営するサービス。 © 2023 Disney　※「DAZN」は、DAZN 
Ltd.の商標または登録商標。　※YouTube およびYouTube ロゴは、 Gooɡle LLC の商標。　※Amazon、Prime Videoおよび関連する全ての商標はAmazon.com, Inc.または
その関連会社の商標。　※HuluはHulu,LLCの登録商標。　※TELASAは、TELASA株式会社の商標または登録商標。
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A B

★ A/Bのパック変更は、お申し込みいただいた翌月から適用。同月内での変更不可。毎月末日18:00までにお手続きいただくと、翌月1日午後から変更可能。　＊1 地デジ・BSデジタル放送を含む。
４K放送は、一部チャンネル・作品で視聴可能。　＊2 NHKの放送をご覧いただくには、受信契約および受信料が必要。　＊3 豊後大野市、九重町、国東市、竹田市、臼杵市エリアにお住まいのお客さまは、
視聴不可。　＊4 「J:COM TV フレックス with Netflix B」「J:COM TVフレックス with Disney+ B」では視聴不可。　※「J:COM TV フレックス with Netflix」「J:COM TVフレックス with 
Disney+」はA、Bどちらか一つのみ選択可。

寄席チャンネル HD CNN U.S. BBCワールドニュースダンスチャンネル by エンタメ～テレ HD 中国テレビ★CCTV大富ミュージック・エア HD 旅チャンネルＨＤ HD 寄席チャンネル HDエンタメ～テレHD☆シネドラバラエティ HD CNN U.S. BBCワールドニュース100％ヒッツ！スペースシャワーTV プラス フランス国際放送TV5MONDE HD ダンスチャンネル by エンタメ～テレ HD 中国テレビ★大富チャンネル

ゴルフネットワーク HD 日テレジータス ＨＤ HD

MONDO TV HD HD

テレ朝チャンネル２ HD

歌謡ポップスチャンネル

TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 HD TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ HD GAORA SPORTS HD HD

囲碁・将棋チャンネルスカイＡ HD

スポーツライブ＋ HD

テレ朝チャンネル１ HD

HD

フジテレビTWO ドラマ・アニメ HD 日テレプラス　ドラマ・アニメ・音楽ライブ HDフジテレビONE スポーツ・バラエティ HD

V☆パラダイス 音楽・ライブ！　スペースシャワーTV HD HDMUSIC ON! TV（エムオン!）HD HD

釣りビジョンHD HDHD 日テレNEWS24 HD HD TBS NEWS HD

TBS NEWS HDHDHD日経CNBC HD HD CNNjCNNj

AXN HD 海外ドラマ HD

ファミリー劇場ＨＤ HD

ディズニー・チャンネルＨＤ HD

ナショナル ジオグラフィック HDディスカバリーチャンネル HD

WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 HD 映画・チャンネルNECO-HD HD ムービープラス HD

ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史＆エンタメ HD

アニマルプラネット HD

AXNミステリー HD HD

FOX HD HD チャンネル銀河　歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた HD スーパー！ドラマTV　#海外ドラマ☆エンタメ HD 女性チャンネル♪LaLa TV HD

ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ HD アジアドラマチックTV（アジドラ） HD

KBS World HD HD

ディズニージュニア HD アニマックスHD HD キッズステーション ＨＤ HD

カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ HD

MTV HDHD

ザ･シネマHD／４K HD

J SPORTS 1 HD／4K HD

日本映画専門チャンネルHD HD 時代劇専門チャンネルHD HD

J SPORTS 2 HD／4K HD J SPORTS 3 HD／4K HD

日本映画+時代劇 4K

映画
音楽

エンタメ / バラエティ
ニュース

スポーツ
TV通販

ドキュメンタリー
テレビドラマ

ホビー
アニメ・キッズJ:COM TV スタンダードプラス

話題の映画やドラマが見放題！
定番作はもちろん、話題作やNetflixでしか見られない
オリジナル作品も続々配信！

J:COM TV スタンダード
J:COM TV フレックス with Netflix
J:COM TV フレックス with Disney+

J:COM TV フレックス with Netflix
J:COM TV フレックス with Disney+

Vシネ、お宝、麻雀、パチ＆スロ、グラ
ビア、バラエティ“大人の観たい”が
ここにある

洋邦トップアーティストのライヴを中
心に大人のための良質な音楽番組
をオンエア！

ストリート、キッズ、チア、フラ、社交、
KPOP、ダンスボーカル★ダンスファ
ン必見

寄席落語から若手ニューウェーブの
お笑いまで放送する「芸と笑いの専
門チャンネル」

CNN米国内放送を日本でもリアル
タイムで！米の政治・経済、エンタメ
などを早く詳しく

英国放送協会（BBC）の国際ニュー
スとドキュメンタリーの専門局

中国国家テレビ局「CCTV」の国際
チャンネルをリアルタイムで放送中！

いつ見ても100%ヒット曲オンリー
の『どまんなか音楽チャンネル』

麻雀、パチ＆スロ、ホラー、グラビア、
任侠、韓流！やんちゃな大人の刺激
的エンタメ！

フランスの総合エンタメチャンネル。
映画やドラマ、サッカー中継等1日
12時間程日本語の字幕付き

世界中の魅力溢れる旅の映像をお
届けする日本で唯一の旅専門チャン
ネル

「相棒」「ドラえもん」や音楽ライブな
ど、人気番組が目白押しのエンタメ
チャンネル！

エンタメ、アイドル、麻雀、
パチ＆スロ、シネマ、
こだわるオトコのMONDO TV

ＴＢＳの人気番組！逃げ恥、渡鬼、水戸
黄門、音楽ライブ、映画、アニメ、韓
流、ＡＫＢ４８グループも！！

横浜ＤｅＮＡ戦を生中継！時代劇、金
八先生ほか名作ドラマ、スポーツ、人
気アニメ、２．５次元を一挙放送！

プロ野球、ラグビー、スキー、バドミ
ントンなどの国内外の中継が充実

プロ野球、モーター、Bリーグ、
スキージャンプなどが充実

PGAツアー全試合全ラウンド生中継　※一部開催を除く
国内外のツアー中継からオリジナル番組まで
お届けする日本唯一のゴルフ専門チャンネル！

阪神タイガースは年中放送！ゴルフ、
ボウリング、卓球、クライミング等、
スポーツ中継充実。

講座、対局、棋譜解説など棋力アッ
プに役立つ番組が盛り沢山

株価や為替など世界の投資情報を、
いち早く提供する24時間マーケッ
ト・経済専門チャンネル

世界の最新情報をお届けする24時
間国際ニュースと情報専門局。緊急
速報はどこよりも早くお伝えします

ヒット作から名作まで、映画を途中
CMなしで放送。ドラマ、音楽、ス
ポーツも充実！

日本映画の最新ヒット作から名作、
掘り出し作品までたっぷりとお届け。
ドラマやアニメ、バラエティも充実

ハリウッドなど世界のヒット作を放
送！貴重吹替や副音声まで映画との
出会いをお届け！

最新作から不朽の名作まで、映画
ファンの心を熱くする話題作をハイ
ビジョンで！

24時間時代劇だけを放送中！「鬼平
犯科帳」「剣客商売」「暴れん坊将軍」
をお届け

『日本映画専門チャンネル』『時代劇
専門チャンネル』から、選りすぐりの
人気作を放送！

ハリウッド最新作から懐かしのクラシック映画
やミニシアター系作品、日本未公開含む激レ
ア作品までにこだわった、洋画専門チャンネル

最新ドラマ、K-POP、バラエティ、
ニュースなどをお届けする韓国専門
総合チャンネル！

ハリウッドの超大作を中心に、最新
海外ドラマを24時間オンエア！

世界各国から上質なドラマが集結し
たミステリー専門チャンネル

全米のゴールデンタイムで放送中の大人気
ドラマや世界で話題のバラエティー番組等、
最強のエンターテイメントを最速でお届け！

日本初の世界の歴史ドラマ、本格サ
スペンス、豪華歌謡番組など大人世
代の番組が満載

いま話題の最新ドラマがここに集結！
史上最強の海外ドラマ専門チャンネ
ル！

世界の最新･名作ドラマや、食･旅･
音楽など豊かなコンテンツで暮らし
を彩ります

あらゆるジャンルのテレビ代表作が大集合！
ファミ劇ならではの切り口が人気の特集企
画！ここでしか見られないオリジナル番組も！

人気の韓流、時代劇ほか多彩なドラ
マがハイビジョンで楽しめるドラマ
専門チャンネル！

人気の韓流、華流がいっぱい！充実
の韓国ドラマはいつでも一挙放送
中。話題の映画やBLドラマも満載！！

情熱や好奇心を満たす上質な体験
を提供するチャンネル

あらゆる領域の“未知”へ挑み、次世
代の“知”へと変えていくドキュメンタ
リーチャンネルです

世界最大の歴史エンタメチャンネ
ル。歴史の謎を解き明かし、あなたに
発見の感動をお届けします

野生動物からペットまで豊富なライ
ンナップを取り揃える世界最大級の
動物チャンネル

©DISNEY

ディズニーならではの良質なエンター
テイメントをお届け！二ヶ国語でも放送

©DISNEY

ディズニーがお届けする小さなお子
さまのための専門チャンネル

好きなアニメが見つかる！海外・国内
の最新作から懐かしの作品までを幅
広く放送。

世界の最新情報をお届けする24時
間国際ニュースと情報専門局。緊急
速報はどこよりも早くお伝えします

TBSのニュースチャンネル。圧倒的
情報発信力をもとにライブ&速報重
視で最新ニュースを毎日お届け！

新旧問わず多彩な人気アニメを放
送！アニメ見るならアニマックス

お子さまのワクワクな毎日に。“こど
も・アニメ専門チャンネル”キッズス
テーション！

あらゆる釣りが見られる日本で唯一
の釣り専門チャンネル

日本テレビが生の情報をお届けする
ニュース＆スポーツチャンネル。

TBSのニュースチャンネル。圧倒的
情報発信力をもとにライブ&速報重
視で最新ニュースを毎日お届け！

巨人主催全試合を完全生中継！
「日テレ＋巨人＋人気スポーツ」の
充実した豪華ラインナップ！

プロ野球、サッカー、学生バスケなど
の中継が充実

福岡ソフトバンクホークス主催試合
や国内外のサッカーなどを生中継

阪神・北海道日本ハム戦、テニス、
プロレス、モータースポーツ等
スポーツ満載！

「ゲームセンターCX」「THEわれめ
DEポン」など大人気バラエティが
ぎっしり！

フジテレビ地上波ドラマや韓流ドラ
マ、「ワンピース」一挙放送！話題の音
楽ライブも！

日テレのドラマ・アニメ・音楽ライブ
が満載！オリジナル番組や舞台作品
も充実！

サッカー、プロレス、水泳や
フィギュアスケートなどスポーツ
盛りだくさん！

聴きたい歌がここにある。歌謡曲、ア
イドル、J-POPなどの名曲をお届け！
日本で唯一の歌謡曲専門チャンネル！

180カ国以上で視聴されている世
界最大級の音楽&エンターテインメ
ント専門チャンネル

ライブ見るならエムオン!で!!みんな
の見たいモノ･知りたいコトを、てい
ねいにお届け！

邦楽ロック＆ポップスを中心に幅広
くシーンを網羅する日本最大No.1
音楽チャンネル!

【大分放送】
NHK総合＊2
NHK Eテレ＊2
OBS大分放送
TOSテレビ大分
OAB大分朝日放送

HD
HD
HD
HD
HD

【福岡民放3局】
FBS福岡放送
TVQ九州放送
TNCテレビ西日本

HD
HD
HD

【BSデジタル放送】
NHK BS1＊2
NHK BSプレミアム＊2
BS日テレ
BS朝日
BS-TBS

BSテレ東
BSフジ
BS11 イレブン
BS12 トゥエルビ
BSよしもと

HD
HD
HD
HD

HD
HD
HD
HD
HD

HD BS松竹東急 HD
【4K放送】
●BSデジタル
ＮＨＫ ＢＳ４Ｋ
BS日テレ 4K
BS朝日 4K
BS-TBS 4K

＊2 ＊3
＊4

BSテレ東 4K
BSフジ 4K
●専門チャンネル
ケーブル４K
ショップチャンネル ４K
4K QVC

【オリジナル】
J：COMチャンネル大分
J：COMホルトチャンネル
J：COMプレミアチャンネル
お天気／県議会中継チャンネル

HD
HD
HD

【専門チャンネル】
ショップチャンネル
QVC
ジュエリー☆GSTV

ショップチャンネル　プラス
NHKワールド JAPAN

HD
HD
HD

HD
HD

A B は
O  R

First Love 初恋 エミリー、パリへ行く シーズン3 終末のワルキューレⅡ ザ・グローリー ～輝かしき復讐～ ちひろさん

※　　 4K放送および4K画質での視聴には、4K J:COM BoxまたはJ:COM LINKのご契約と、HDMI2.0/HDCP2.2の規格に対応した4K対応テレビが必要。 　※　　 ハイビジョン(HD)チャ
ンネルの放送番組の中には、一部標準画質の番組も含む。　※2023年1月末現在。チャンネルラインアップ・放送内容は変更となる場合あり。　※「ザ・シネマ４K」は3月末で放送終了。

HD

103ch以上＊1

93ch以上＊1

66ch以上＊1 64ch以上＊1

+

　
さら

に　　10ch！

いつでも変更可能★

【「Netflix」または「ディズニープラス」アカウント】　※「Netflix」または「ディズニープラス」を新規でご利用の場合、アカウントの作成が必要。ただし、既に「Netflix」または「ディズニープラス」をご利用中の方は、お持ちのアカウントを継続して使用可能。

（月ごと）

画像はすべてイメージ。
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A B

★ A/Bのパック変更は、お申し込みいただいた翌月から適用。同月内での変更不可。毎月末日18:00までにお手続きいただくと、翌月1日午後から変更可能。　＊1 地デジ・BSデジタル放送を含む。
４K放送は、一部チャンネル・作品で視聴可能。　＊2 NHKの放送をご覧いただくには、受信契約および受信料が必要。　＊3 豊後大野市、九重町、国東市、竹田市、臼杵市エリアにお住まいのお客さまは、
視聴不可。　＊4 「J:COM TV フレックス with Netflix B」「J:COM TVフレックス with Disney+ B」では視聴不可。　※「J:COM TV フレックス with Netflix」「J:COM TVフレックス with 
Disney+」はA、Bどちらか一つのみ選択可。

寄席チャンネル HD CNN U.S. BBCワールドニュースダンスチャンネル by エンタメ～テレ HD 中国テレビ★CCTV大富ミュージック・エア HD 旅チャンネルＨＤ HD 寄席チャンネル HDエンタメ～テレHD☆シネドラバラエティ HD CNN U.S. BBCワールドニュース100％ヒッツ！スペースシャワーTV プラス フランス国際放送TV5MONDE HD ダンスチャンネル by エンタメ～テレ HD 中国テレビ★大富チャンネル

ゴルフネットワーク HD 日テレジータス ＨＤ HD

MONDO TV HD HD

テレ朝チャンネル２ HD

歌謡ポップスチャンネル

TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 HD TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ HD GAORA SPORTS HD HD

囲碁・将棋チャンネルスカイＡ HD

スポーツライブ＋ HD

テレ朝チャンネル１ HD

HD

フジテレビTWO ドラマ・アニメ HD 日テレプラス　ドラマ・アニメ・音楽ライブ HDフジテレビONE スポーツ・バラエティ HD

V☆パラダイス 音楽・ライブ！　スペースシャワーTV HD HDMUSIC ON! TV（エムオン!）HD HD

釣りビジョンHD HDHD 日テレNEWS24 HD HD TBS NEWS HD

TBS NEWS HDHDHD日経CNBC HD HD CNNjCNNj

AXN HD 海外ドラマ HD

ファミリー劇場ＨＤ HD

ディズニー・チャンネルＨＤ HD

ナショナル ジオグラフィック HDディスカバリーチャンネル HD

WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 HD 映画・チャンネルNECO-HD HD ムービープラス HD

ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史＆エンタメ HD

アニマルプラネット HD

AXNミステリー HD HD

FOX HD HD チャンネル銀河　歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた HD スーパー！ドラマTV　#海外ドラマ☆エンタメ HD 女性チャンネル♪LaLa TV HD

ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ HD アジアドラマチックTV（アジドラ） HD

KBS World HD HD

ディズニージュニア HD アニマックスHD HD キッズステーション ＨＤ HD

カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ HD

MTV HDHD

ザ･シネマHD／４K HD

J SPORTS 1 HD／4K HD

日本映画専門チャンネルHD HD 時代劇専門チャンネルHD HD

J SPORTS 2 HD／4K HD J SPORTS 3 HD／4K HD

日本映画+時代劇 4K

映画
音楽

エンタメ / バラエティ
ニュース

スポーツ
TV通販

ドキュメンタリー
テレビドラマ

ホビー
アニメ・キッズJ:COM TV スタンダードプラス

話題の映画やドラマが見放題！
定番作はもちろん、話題作やNetflixでしか見られない
オリジナル作品も続々配信！

J:COM TV スタンダード
J:COM TV フレックス with Netflix
J:COM TV フレックス with Disney+

J:COM TV フレックス with Netflix
J:COM TV フレックス with Disney+

Vシネ、お宝、麻雀、パチ＆スロ、グラ
ビア、バラエティ“大人の観たい”が
ここにある

洋邦トップアーティストのライヴを中
心に大人のための良質な音楽番組
をオンエア！

ストリート、キッズ、チア、フラ、社交、
KPOP、ダンスボーカル★ダンスファ
ン必見

寄席落語から若手ニューウェーブの
お笑いまで放送する「芸と笑いの専
門チャンネル」

CNN米国内放送を日本でもリアル
タイムで！米の政治・経済、エンタメ
などを早く詳しく

英国放送協会（BBC）の国際ニュー
スとドキュメンタリーの専門局

中国国家テレビ局「CCTV」の国際
チャンネルをリアルタイムで放送中！

いつ見ても100%ヒット曲オンリー
の『どまんなか音楽チャンネル』

麻雀、パチ＆スロ、ホラー、グラビア、
任侠、韓流！やんちゃな大人の刺激
的エンタメ！

フランスの総合エンタメチャンネル。
映画やドラマ、サッカー中継等1日
12時間程日本語の字幕付き

世界中の魅力溢れる旅の映像をお
届けする日本で唯一の旅専門チャン
ネル

「相棒」「ドラえもん」や音楽ライブな
ど、人気番組が目白押しのエンタメ
チャンネル！

エンタメ、アイドル、麻雀、
パチ＆スロ、シネマ、
こだわるオトコのMONDO TV

ＴＢＳの人気番組！逃げ恥、渡鬼、水戸
黄門、音楽ライブ、映画、アニメ、韓
流、ＡＫＢ４８グループも！！

横浜ＤｅＮＡ戦を生中継！時代劇、金
八先生ほか名作ドラマ、スポーツ、人
気アニメ、２．５次元を一挙放送！

プロ野球、ラグビー、スキー、バドミ
ントンなどの国内外の中継が充実

プロ野球、モーター、Bリーグ、
スキージャンプなどが充実

PGAツアー全試合全ラウンド生中継　※一部開催を除く
国内外のツアー中継からオリジナル番組まで
お届けする日本唯一のゴルフ専門チャンネル！

阪神タイガースは年中放送！ゴルフ、
ボウリング、卓球、クライミング等、
スポーツ中継充実。

講座、対局、棋譜解説など棋力アッ
プに役立つ番組が盛り沢山

株価や為替など世界の投資情報を、
いち早く提供する24時間マーケッ
ト・経済専門チャンネル

世界の最新情報をお届けする24時
間国際ニュースと情報専門局。緊急
速報はどこよりも早くお伝えします

ヒット作から名作まで、映画を途中
CMなしで放送。ドラマ、音楽、ス
ポーツも充実！

日本映画の最新ヒット作から名作、
掘り出し作品までたっぷりとお届け。
ドラマやアニメ、バラエティも充実

ハリウッドなど世界のヒット作を放
送！貴重吹替や副音声まで映画との
出会いをお届け！

最新作から不朽の名作まで、映画
ファンの心を熱くする話題作をハイ
ビジョンで！

24時間時代劇だけを放送中！「鬼平
犯科帳」「剣客商売」「暴れん坊将軍」
をお届け

『日本映画専門チャンネル』『時代劇
専門チャンネル』から、選りすぐりの
人気作を放送！

ハリウッド最新作から懐かしのクラシック映画
やミニシアター系作品、日本未公開含む激レ
ア作品までにこだわった、洋画専門チャンネル

最新ドラマ、K-POP、バラエティ、
ニュースなどをお届けする韓国専門
総合チャンネル！

ハリウッドの超大作を中心に、最新
海外ドラマを24時間オンエア！

世界各国から上質なドラマが集結し
たミステリー専門チャンネル

全米のゴールデンタイムで放送中の大人気
ドラマや世界で話題のバラエティー番組等、
最強のエンターテイメントを最速でお届け！

日本初の世界の歴史ドラマ、本格サ
スペンス、豪華歌謡番組など大人世
代の番組が満載

いま話題の最新ドラマがここに集結！
史上最強の海外ドラマ専門チャンネ
ル！

世界の最新･名作ドラマや、食･旅･
音楽など豊かなコンテンツで暮らし
を彩ります

あらゆるジャンルのテレビ代表作が大集合！
ファミ劇ならではの切り口が人気の特集企
画！ここでしか見られないオリジナル番組も！

人気の韓流、時代劇ほか多彩なドラ
マがハイビジョンで楽しめるドラマ
専門チャンネル！

人気の韓流、華流がいっぱい！充実
の韓国ドラマはいつでも一挙放送
中。話題の映画やBLドラマも満載！！

情熱や好奇心を満たす上質な体験
を提供するチャンネル

あらゆる領域の“未知”へ挑み、次世
代の“知”へと変えていくドキュメンタ
リーチャンネルです

世界最大の歴史エンタメチャンネ
ル。歴史の謎を解き明かし、あなたに
発見の感動をお届けします

野生動物からペットまで豊富なライ
ンナップを取り揃える世界最大級の
動物チャンネル

©DISNEY

ディズニーならではの良質なエンター
テイメントをお届け！二ヶ国語でも放送

©DISNEY

ディズニーがお届けする小さなお子
さまのための専門チャンネル

好きなアニメが見つかる！海外・国内
の最新作から懐かしの作品までを幅
広く放送。

世界の最新情報をお届けする24時
間国際ニュースと情報専門局。緊急
速報はどこよりも早くお伝えします

TBSのニュースチャンネル。圧倒的
情報発信力をもとにライブ&速報重
視で最新ニュースを毎日お届け！

新旧問わず多彩な人気アニメを放
送！アニメ見るならアニマックス

お子さまのワクワクな毎日に。“こど
も・アニメ専門チャンネル”キッズス
テーション！

あらゆる釣りが見られる日本で唯一
の釣り専門チャンネル

日本テレビが生の情報をお届けする
ニュース＆スポーツチャンネル。

TBSのニュースチャンネル。圧倒的
情報発信力をもとにライブ&速報重
視で最新ニュースを毎日お届け！

巨人主催全試合を完全生中継！
「日テレ＋巨人＋人気スポーツ」の
充実した豪華ラインナップ！

プロ野球、サッカー、学生バスケなど
の中継が充実

福岡ソフトバンクホークス主催試合
や国内外のサッカーなどを生中継

阪神・北海道日本ハム戦、テニス、
プロレス、モータースポーツ等
スポーツ満載！

「ゲームセンターCX」「THEわれめ
DEポン」など大人気バラエティが
ぎっしり！

フジテレビ地上波ドラマや韓流ドラ
マ、「ワンピース」一挙放送！話題の音
楽ライブも！

日テレのドラマ・アニメ・音楽ライブ
が満載！オリジナル番組や舞台作品
も充実！

サッカー、プロレス、水泳や
フィギュアスケートなどスポーツ
盛りだくさん！

聴きたい歌がここにある。歌謡曲、ア
イドル、J-POPなどの名曲をお届け！
日本で唯一の歌謡曲専門チャンネル！

180カ国以上で視聴されている世
界最大級の音楽&エンターテインメ
ント専門チャンネル

ライブ見るならエムオン!で!!みんな
の見たいモノ･知りたいコトを、てい
ねいにお届け！

邦楽ロック＆ポップスを中心に幅広
くシーンを網羅する日本最大No.1
音楽チャンネル!

【大分放送】
NHK総合＊2
NHK Eテレ＊2
OBS大分放送
TOSテレビ大分
OAB大分朝日放送

HD
HD
HD
HD
HD

【福岡民放3局】
FBS福岡放送
TVQ九州放送
TNCテレビ西日本

HD
HD
HD

【BSデジタル放送】
NHK BS1＊2
NHK BSプレミアム＊2
BS日テレ
BS朝日
BS-TBS

BSテレ東
BSフジ
BS11 イレブン
BS12 トゥエルビ
BSよしもと

HD
HD
HD
HD

HD
HD
HD
HD
HD

HD BS松竹東急 HD
【4K放送】
●BSデジタル
ＮＨＫ ＢＳ４Ｋ
BS日テレ 4K
BS朝日 4K
BS-TBS 4K

＊2 ＊3
＊4

BSテレ東 4K
BSフジ 4K
●専門チャンネル
ケーブル４K
ショップチャンネル ４K
4K QVC

【オリジナル】
J：COMチャンネル大分
J：COMホルトチャンネル
J：COMプレミアチャンネル
お天気／県議会中継チャンネル

HD
HD
HD

【専門チャンネル】
ショップチャンネル
QVC
ジュエリー☆GSTV

ショップチャンネル　プラス
NHKワールド JAPAN

HD
HD
HD

HD
HD

A B は
O  R

First Love 初恋 エミリー、パリへ行く シーズン3 終末のワルキューレⅡ ザ・グローリー ～輝かしき復讐～ ちひろさん

※　　 4K放送および4K画質での視聴には、4K J:COM BoxまたはJ:COM LINKのご契約と、HDMI2.0/HDCP2.2の規格に対応した4K対応テレビが必要。 　※　　 ハイビジョン(HD)チャ
ンネルの放送番組の中には、一部標準画質の番組も含む。　※2023年1月末現在。チャンネルラインアップ・放送内容は変更となる場合あり。　※「ザ・シネマ４K」は3月末で放送終了。

HD

103ch以上＊1

93ch以上＊1

66ch以上＊1 64ch以上＊1

+

　
さら

に　　10ch！

いつでも変更可能★

【「Netflix」または「ディズニープラス」アカウント】　※「Netflix」または「ディズニープラス」を新規でご利用の場合、アカウントの作成が必要。ただし、既に「Netflix」または「ディズニープラス」をご利用中の方は、お持ちのアカウントを継続して使用可能。

（月ごと）

画像はすべてイメージ。
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J:COM TV セレクト

J:COM TV セレクトで視聴可能なチャンネル

41ch以上 ＊1

A H から好きなジャンルをセレクト

＊１ A ～ Gのパックをお申し込みいただいた場合。「H:動画配信(メガパック)」をお申し込みの場合は36ch以上。地デジ・BSデジタル放送を含む。４K放送は、一部チャンネル・作品で視聴可能。 　
＊2 NHKの放送をご覧いただくには、受信契約および受信料が必要。　＊3  豊後大野市、九重町、国東市、竹田市、臼杵市エリアにお住まいのお客さまは、視聴不可。

テレ朝チャンネル１ HD

HDV☆パラダイス

WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 HD

AXNミステリー HD HD

FOX HD HD

女性チャンネル♪LaLa TV HD ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ HD

アジアドラマチックTV（アジドラ） HD

KBS World HD HD キッズステーション ＨＤ HD

ザ･シネマHD HD

TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 HD

TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 HD

日テレプラス　ドラマ・アニメ・音楽ライブ HD

日テレプラス　ドラマ・アニメ・音楽ライブ HD

音楽・ライブ！　スペースシャワーTV HD HD MUSIC ON! TV（エムオン!）HD HD

AXN HD 海外ドラマ HD

AXN HD 海外ドラマ HD

ファミリー劇場ＨＤ HD ディズニー・チャンネルＨＤ HDディスカバリーチャンネル HD

映画・チャンネルNECO-HD HD

映画・チャンネルNECO-HD HD

ムービープラス HD

ムービープラス HDムービープラス HD

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた HD

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた HD

スーパー！ドラマTV　#海外ドラマ☆エンタメ HD

スーパー！ドラマTV　#海外ドラマ☆エンタメ HD

女性チャンネル♪LaLa TV HD

ディズニージュニア HD

アニマックスHD HD

カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ HD

アニマックスHD HD

カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ HD

日本映画専門チャンネルHD HD

日本映画専門チャンネルHD HD

時代劇専門チャンネルHD HD

映画・ドキュメンタリー 国内・海外ドラマ アニメ・音楽

映画専門 海外ドラマ専門

メガパックについての
詳しい内容は右ページを

ご覧ください。

韓国ドラマ専門 アニメ専門

動画配信（メガパック）

ザ･シネマHD HD

映画とドキュメンタリーを中心に、老若男女、
家族みんなで楽しめる充実のラインアップ。

【大分放送】
NHK総合＊2

NHK Eテレ＊2

OBS大分放送
TOSテレビ大分
OAB大分朝日放送

HD
HD
HD
HD
HD

【福岡民放3局】
FBS福岡放送
TVQ九州放送
TNCテレビ西日本

HD
HD
HD

【BSデジタル放送】
NHK BS1＊2

NHK BSプレミアム＊2

BS日テレ
BS朝日
BS-TBS
BSテレ東
BSフジ
BS11 イレブン
BS12 トゥエルビ
BSよしもと
BS松竹東急

HD
HD
HD
HD
HD

HD
HD
HD
HD
HD
HD

【4K放送】
●BSデジタル
ＮＨＫ ＢＳ４Ｋ＊2 ＊3

BS日テレ 4K
BS朝日 4K
BS-TBS 4K
BSテレ東 4K
BSフジ 4K
●専門チャンネル
ケーブル４K
ショップチャンネル ４K
4K QVC

【オリジナル】
J：COMチャンネル大分
J：COMホルトチャンネル
お天気／県議会中継チャンネル

HD
HD

【専門チャンネル】
ショップチャンネル
QVC
ジュエリー☆GSTV
ショップチャンネル　プラス

HD
HD
HD
HD

NHKワールド JAPAN HD
TBS NEWS HD

A B C

国内外の大ヒット作や往年の名作、Vシネマ
も。映画好きならぜひ！

D E

H

全米大ヒットドラマ、アジア・
韓流・国内名作ドラマまで満載！

海外ドラマチャンネルを全て網羅。
新作の見逃し配信も充実。

韓流好きならこの一択！韓国ドラマ・
バラエティ・音楽・ニュースが勢ぞろい。

F G
お子さまにも安心の国内外アニメ、話題作や
過去の名作もまとめて楽しめる。

最新作も名作も、国内外アニメ・邦楽・洋楽
が盛りだくさん！

映画・ドラマ・アニメなど
多彩なジャンルが見放題。

※「H：動画配信（メガパック）」をお申し込みの場合、
月額利用料金に追加で220円（税込）が必要。

※A～Hのパックから、いずれか一つのみ選択可。TV単体のご契約不可。
～

複数ジャンルを広く楽しみたい方に A B C

1つのジャンルを深く楽しみたい方に D E F G 豊富な作品を
いつでもどこでも
楽しみたい方に H
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【パックの変更】※パックの変更は、お申し込みいただ
いた翌月から適用。同月内での変更不可。　※毎月
末日18:00までにお手続きいただくと、翌月1日午後
から変更可能。

©DISNEY

©DISNEY

メガパック
多彩なジャンルが
定額で見放題！

映 画 ドラマ バラエティ エンタメ アニメ キッズ

ジャンルが豊富
だからこそ

今見たい!!が見つかる

【J:COMオンデマンド】※J:COM 大分指定サービスへのご加入が必要。J:COM LINK以外のチューナーをご契約のお客さまは利用不可。　※録画不可。　※有料サービス(一部無料)。　※機器を交換した場合も、
購入・レンタル済み作品を引き継ぎ可能。その際、お客さまご自身での操作が必要となり、操作を行わず視聴した場合、再度ご購入が必要。　※作品および、特定の接続方式の利用時などには視聴できない場
合あり。　 【J:COMオンデマンド メガパック】※J:COM 大分指定サービスへのご加入が必要。　※「スマートお得NET」または「青春22割」「青春26割」適用のJ:COM NET、およびJ:COM LINK miniをお
申し込みの場合を除き、加入月を含む3カ月の最低利用期間あり。途中解約される場合においても、1カ月分の利用料金(消費税相当額含む)のお支払いが必要。　※作品により「J:COMオンデマンド」アプリ

（J:COM LINK専用含む）に未対応の場合あり。　※「スマートもっとお得プラン」にJ:COM PHONEを合わせてご加入の場合、月額550円(税込)。　※J:COM LINK以外のチューナーをご契約のお客さまは、
専用アプリ経由でのみ視聴可能。　※配信作品は予告なく変更となる場合あり。　※「J:COM TVセレクトH:メガパック」にご加入の場合、「J:COMオンデマンド メガパック」の契約条件は免除。

メガパック対象プランにご加入または   
オプション追加申込でご視聴いただけます。

月額利用料金

933円（ ）税込
1,026円

※オプション追加の場合。

※「スマートお得NET」または
「青 春22割」「青 春26割」適
用 の J:COM NET、お よ び
J:COM LINK miniをお申し込
みの場合、月額880円(税込)。

【3月８日配信開始】 映 画 【3月10日配信開始】【配信中】

(C)2015 Universal Studios. 
All Rights Reserved.

(C)2018フジテレビジョン ギャガ AOI Pro.

映 画

(C) 2019 Midway Island Productions, LLC 
All Rights Reserved.

【配信中】【配信中】

(C)池井戸潤(C)TBS

ドラマ

【3月4日配信開始】【R-15】

(C)2021「孤狼の血　ＬＥＶＥＬ２」製作委員会

【配信中】

(C)Youku Information Technology (Beijing)
 Co., Ltd.

(C) TAKAHASHI SHOTEN／NHK、NEP、
ファンワークス

(C)Troll/POPLAR　
(C)2021東映まんがまつり製作委員会

ドラマ

【配信中】

(C)SBS

映 画【配信中】【PG-12】

(C) 2023 Paramount Pictures.(C)米スタジオ・Boichi／
集英社・Dr.STONE製作委員会

【配信中】

映 画

【配信中】

（C）やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV 
（C）やなせたかし/アンパンマン製作委員会2020

アニメアニメ

アニメアニメ

【配信中】【PG-12】

ドラマ アニメ

画像はすべてイメージ。
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J:COM TV セレクト

J:COM TV セレクトで視聴可能なチャンネル

41ch以上 ＊1

A H から好きなジャンルをセレクト

＊１ A ～ Gのパックをお申し込みいただいた場合。「H:動画配信(メガパック)」をお申し込みの場合は36ch以上。地デジ・BSデジタル放送を含む。４K放送は、一部チャンネル・作品で視聴可能。 　
＊2 NHKの放送をご覧いただくには、受信契約および受信料が必要。　＊3  豊後大野市、九重町、国東市、竹田市、臼杵市エリアにお住まいのお客さまは、視聴不可。

テレ朝チャンネル１ HD

HDV☆パラダイス

WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 HD

AXNミステリー HD HD

FOX HD HD

女性チャンネル♪LaLa TV HD ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ HD

アジアドラマチックTV（アジドラ） HD

KBS World HD HD キッズステーション ＨＤ HD

ザ･シネマHD HD

TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 HD

TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 HD

日テレプラス　ドラマ・アニメ・音楽ライブ HD

日テレプラス　ドラマ・アニメ・音楽ライブ HD

音楽・ライブ！　スペースシャワーTV HD HD MUSIC ON! TV（エムオン!）HD HD

AXN HD 海外ドラマ HD

AXN HD 海外ドラマ HD

ファミリー劇場ＨＤ HD ディズニー・チャンネルＨＤ HDディスカバリーチャンネル HD

映画・チャンネルNECO-HD HD

映画・チャンネルNECO-HD HD

ムービープラス HD

ムービープラス HDムービープラス HD

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた HD

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた HD

スーパー！ドラマTV　#海外ドラマ☆エンタメ HD

スーパー！ドラマTV　#海外ドラマ☆エンタメ HD

女性チャンネル♪LaLa TV HD

ディズニージュニア HD

アニマックスHD HD

カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ HD

アニマックスHD HD

カートゥーン ネットワークHD 海外アニメ国内アニメ HD

日本映画専門チャンネルHD HD

日本映画専門チャンネルHD HD

時代劇専門チャンネルHD HD

映画・ドキュメンタリー 国内・海外ドラマ アニメ・音楽

映画専門 海外ドラマ専門

メガパックについての
詳しい内容は右ページを

ご覧ください。

韓国ドラマ専門 アニメ専門

動画配信（メガパック）

ザ･シネマHD HD

映画とドキュメンタリーを中心に、老若男女、
家族みんなで楽しめる充実のラインアップ。

【大分放送】
NHK総合＊2

NHK Eテレ＊2

OBS大分放送
TOSテレビ大分
OAB大分朝日放送

HD
HD
HD
HD
HD

【福岡民放3局】
FBS福岡放送
TVQ九州放送
TNCテレビ西日本

HD
HD
HD

【BSデジタル放送】
NHK BS1＊2

NHK BSプレミアム＊2

BS日テレ
BS朝日
BS-TBS
BSテレ東
BSフジ
BS11 イレブン
BS12 トゥエルビ
BSよしもと
BS松竹東急

HD
HD
HD
HD
HD

HD
HD
HD
HD
HD
HD

【4K放送】
●BSデジタル
ＮＨＫ ＢＳ４Ｋ＊2 ＊3

BS日テレ 4K
BS朝日 4K
BS-TBS 4K
BSテレ東 4K
BSフジ 4K
●専門チャンネル
ケーブル４K
ショップチャンネル ４K
4K QVC

【オリジナル】
J：COMチャンネル大分
J：COMホルトチャンネル
お天気／県議会中継チャンネル

HD
HD

【専門チャンネル】
ショップチャンネル
QVC
ジュエリー☆GSTV
ショップチャンネル　プラス

HD
HD
HD
HD

NHKワールド JAPAN HD
TBS NEWS HD

A B C

国内外の大ヒット作や往年の名作、Vシネマ
も。映画好きならぜひ！

D E

H

全米大ヒットドラマ、アジア・
韓流・国内名作ドラマまで満載！

海外ドラマチャンネルを全て網羅。
新作の見逃し配信も充実。

韓流好きならこの一択！韓国ドラマ・
バラエティ・音楽・ニュースが勢ぞろい。

F G
お子さまにも安心の国内外アニメ、話題作や
過去の名作もまとめて楽しめる。

最新作も名作も、国内外アニメ・邦楽・洋楽
が盛りだくさん！

映画・ドラマ・アニメなど
多彩なジャンルが見放題。

※「H：動画配信（メガパック）」をお申し込みの場合、
月額利用料金に追加で220円（税込）が必要。

※A～Hのパックから、いずれか一つのみ選択可。TV単体のご契約不可。
～

複数ジャンルを広く楽しみたい方に A B C

1つのジャンルを深く楽しみたい方に D E F G 豊富な作品を
いつでもどこでも
楽しみたい方に H
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【パックの変更】※パックの変更は、お申し込みいただ
いた翌月から適用。同月内での変更不可。　※毎月
末日18:00までにお手続きいただくと、翌月1日午後
から変更可能。

©DISNEY

©DISNEY

メガパック
多彩なジャンルが
定額で見放題！

映 画 ドラマ バラエティ エンタメ アニメ キッズ

ジャンルが豊富
だからこそ

今見たい!!が見つかる

【J:COMオンデマンド】※J:COM 大分指定サービスへのご加入が必要。J:COM LINK以外のチューナーをご契約のお客さまは利用不可。　※録画不可。　※有料サービス(一部無料)。　※機器を交換した場合も、
購入・レンタル済み作品を引き継ぎ可能。その際、お客さまご自身での操作が必要となり、操作を行わず視聴した場合、再度ご購入が必要。　※作品および、特定の接続方式の利用時などには視聴できない場
合あり。　 【J:COMオンデマンド メガパック】※J:COM 大分指定サービスへのご加入が必要。　※「スマートお得NET」または「青春22割」「青春26割」適用のJ:COM NET、およびJ:COM LINK miniをお
申し込みの場合を除き、加入月を含む3カ月の最低利用期間あり。途中解約される場合においても、1カ月分の利用料金(消費税相当額含む)のお支払いが必要。　※作品により「J:COMオンデマンド」アプリ

（J:COM LINK専用含む）に未対応の場合あり。　※「スマートもっとお得プラン」にJ:COM PHONEを合わせてご加入の場合、月額550円(税込)。　※J:COM LINK以外のチューナーをご契約のお客さまは、
専用アプリ経由でのみ視聴可能。　※配信作品は予告なく変更となる場合あり。　※「J:COM TVセレクトH:メガパック」にご加入の場合、「J:COMオンデマンド メガパック」の契約条件は免除。

メガパック対象プランにご加入または   
オプション追加申込でご視聴いただけます。

月額利用料金

933円（ ）税込
1,026円

※オプション追加の場合。

※「スマートお得NET」または
「青 春22割」「青 春26割」適
用 の J:COM NET、お よ び
J:COM LINK miniをお申し込
みの場合、月額880円(税込)。

【3月８日配信開始】 映 画 【3月10日配信開始】【配信中】

(C)2015 Universal Studios. 
All Rights Reserved.

(C)2018フジテレビジョン ギャガ AOI Pro.

映 画

(C) 2019 Midway Island Productions, LLC 
All Rights Reserved.

【配信中】【配信中】

(C)池井戸潤(C)TBS

ドラマ

【3月4日配信開始】【R-15】

(C)2021「孤狼の血　ＬＥＶＥＬ２」製作委員会

【配信中】

(C)Youku Information Technology (Beijing)
 Co., Ltd.

(C) TAKAHASHI SHOTEN／NHK、NEP、
ファンワークス

(C)Troll/POPLAR　
(C)2021東映まんがまつり製作委員会

ドラマ

【配信中】

(C)SBS

映 画【配信中】【PG-12】

(C) 2023 Paramount Pictures.(C)米スタジオ・Boichi／
集英社・Dr.STONE製作委員会

【配信中】

映 画

【配信中】

（C）やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV 
（C）やなせたかし/アンパンマン製作委員会2020

アニメアニメ

アニメアニメ

【配信中】【PG-12】

ドラマ アニメ

画像はすべてイメージ。
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おすすめのオプションチャンネル 充実のオプションチャンネル で あなたの“見たい！” に応えます

エンタメ/バラエティ

映画

スポーツ

WOWOWプライム

連続ドラマＷ　フィクサー 連続ドラマＷ　フェンスUEFAチャンピオンズリーグ 
2022-23シーズン 
決勝トーナメント

選りすぐりの番組が集まる
WOWOWのメインチャンネル

WOWOWライブ
観客席の感動と興奮をお届けするライブ
専門チャンネル

KNTV HD
韓流をリードする韓国エンターテインメ
ント総合チャンネル。日本初放送字幕版
ドラマからK-POP・芸能・バラエティ・
ニュースまで、様々なジャンルの韓流番
組を最新・最速で放送中！ 泣ける、トキメ
ク、あなたがハマる韓流No.1チャンネル

スターチャンネル1
ハリウッド映画のＴＶ初放送、映画ファンも楽しめ
る海外ドラマを独占最速放送するプレミアムチャ
ンネル。「観る。掘る。もっと。」をテーマに、多彩な
企画で価値ある視聴体験をお届け。

グリーンチャンネルHD
中央競馬と馬事・畜産関連情報の
専門チャンネル

グリーンチャンネル2HD
原則として、中央競馬3場開催日

（土・日）の9：00～17：00に「中央競
馬パドック中継」をお届けします。

スターチャンネル2
独自の切り口による映画ファン必見の特集企画を中
心に、世界中から厳選した秀作やハリウッドの話題
作、不朽のクラシック映画などを放送するセレクト
チャンネル。

スターチャンネル3
すべての作品を日本語吹替でお届け。字幕が苦手
な方も、忙しい方も、家族そろって映画を見たい方
も、日本語吹替で気軽に映画や海外ドラマが楽し
めます。

TAKARAZUKA 
SKY STAGE

夢と感動に満ちた宝塚歌劇の魅力を、舞
台、ニュース、オリジナル番組など多彩な
ラインアップでお届けする、宝塚歌劇専
門チャンネル。

Mnet HD
最新K-POPや話題の韓国ドラマ、大人気バ
ラエティなどここでしか見られない映像が盛
りだくさん。日本初放送作品も大充実の韓国
100％エンターテインメントチャンネル。

WOWOWシネマ
洋画、邦画、名画に出会える映画専門チャ
ンネル

WOWOW 4K
4Kコンテンツで新しい体験を提供す
るチャンネル

※WOWOW４Kをお楽しみいただくに
は別途登録作業および視聴環境が必要
です。

Getty Images

©宝塚歌劇団　©宝塚クリエイティブアーツ

© 2023 Paramount Pictures. © PictureLux/The Hollywood Archive/
Alamy Stock Photo

写真提供JRA 2022有馬記念（GⅠ）イクイノックス ©グリーンチャンネル

© 2022 Paramount Pictures. All rights reserved.

映画工房

トップガン　マーヴェリック

中央競馬全レース中継 中央競馬パドック中継

オードリー・ヘプバーン ジ・オファー/ゴッドファーザーに賭けた男

©SBS
ランニングマン© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

3/19(日)午後10：00スタート4/23(日)午後10：00スタート
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マ
ホ
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中央競馬と馬事・畜産関連情報の
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原則として、中央競馬3場開催日

（土・日）の9：00～17：00に「中央競
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スターチャンネル2
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スターチャンネル3
すべての作品を日本語吹替でお届け。字幕が苦手
な方も、忙しい方も、家族そろって映画を見たい方
も、日本語吹替で気軽に映画や海外ドラマが楽し
めます。

TAKARAZUKA 
SKY STAGE

夢と感動に満ちた宝塚歌劇の魅力を、舞
台、ニュース、オリジナル番組など多彩な
ラインアップでお届けする、宝塚歌劇専
門チャンネル。

Mnet HD
最新K-POPや話題の韓国ドラマ、大人気バ
ラエティなどここでしか見られない映像が盛
りだくさん。日本初放送作品も大充実の韓国
100％エンターテインメントチャンネル。

WOWOWシネマ
洋画、邦画、名画に出会える映画専門チャ
ンネル

WOWOW 4K
4Kコンテンツで新しい体験を提供す
るチャンネル

※WOWOW４Kをお楽しみいただくに
は別途登録作業および視聴環境が必要
です。

Getty Images

©宝塚歌劇団　©宝塚クリエイティブアーツ

© 2023 Paramount Pictures. © PictureLux/The Hollywood Archive/
Alamy Stock Photo

写真提供JRA 2022有馬記念（GⅠ）イクイノックス ©グリーンチャンネル

© 2022 Paramount Pictures. All rights reserved.

映画工房

トップガン　マーヴェリック

中央競馬全レース中継 中央競馬パドック中継

オードリー・ヘプバーン ジ・オファー/ゴッドファーザーに賭けた男

©SBS
ランニングマン© CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

3/19(日)午後10：00スタート4/23(日)午後10：00スタート
チャンネル名

J:COM
TV

スタンダード
プラス

J:COM
TV

スタンダード
／フレックス

J:COM TV
セレクト

Ｂ
Ｓ
デ
ジ
タ
ル
放
送

エ
ン
タ
メ
／
バ
ラ
エ
テ
ィ

WOWOWプライム

セットで追加
2,000円（税込2,200円）＊1

［1台目］

WOWOWライブ

WOWOWシネマ

WOWOW 4K

専
門
チ
ャ
ン
ネ
ル

映
画

スターチャンネル１

セットで追加
2,300円（税込2,530円）スターチャンネル２

スターチャンネル３

東映チャンネルHD 追加1,500円（税込1,650円）

衛星劇場HD 追加2,000円（税込2,200円）

エ
ン
タ
メ
／
バ
ラ
エ
テ
ィ

フジテレビNEXT
ライブ・プレミアム

－

セットで
追加

1,350円
（税込1,485円）

フジテレビONE
スポーツ・バラエティ＊2

フジテレビTWO
ドラマ・アニメ＊2

フジテレビNEXT
ライブ・プレミアム

追加1,000円
（税込1,100円）

追加1,200円
（税込1,320円）

Mnet HD 追加2,300円（税込2,530円）

TAKARAZUKA SKY 
STAGE 追加2,500円（税込2,750円）

KNTV HD 追加2,500円（税込2,750円）

パチンコ★
パチスロTV ！ 追加1,500円（税込1,650円）

チャンネル名
J:COM

TV
スタンダード

プラス

J:COM
TV

スタンダード
／フレックス

J:COM TV
セレクト

専
門
チ
ャ
ン
ネ
ル

ス
ポ
ー
ツ

FIGHTING TV
サムライ 追加1,800円（税込1,980円）

J SPORTS
1＋2＋3＋4＊2＊3

／ － 追加1,833円
（税込2,016円）

J SPORTS・
ゴルフネットワーク
セット＊2＊4

／ － 追加2,980円
（税込3,278円）

J SPORTS 4 ／ 追加1,300円（税込1,430円）

ゴルフネットワーク＊2 － 追加1,955円
（税込2,150円）

グリーンチャンネル
HD セットで追加

1,000円（税込1,100円）グリーンチャンネル
2HD

レジャーチャンネル 追加900円（税込990円）

SPEEDチャンネル 追加900円（税込990円）

ニ
ュ
ー
ス

CNN U.S.＊5 － 追加1,800円
 （税込1,980円）

ア
ニ
メ･

キ
ッ
ズ

アニメシアターX
（AT-X）

追加 1,800円
（税込1,980円）

ア
ダ
ル
ト 

＊6

プレイボーイ
チャンネル R18 追加2,300円（税込2,530円）

レッドチェリー R18 追加2,300円（税込2,530円）

プレイボーイ・
レッドセット R18 追加2,500円（税込2,750円）

ミッドナイト･
ブルー R18 追加2,300円（税込2,530円）

デラックス
アダルトセット＊7 R18 追加3,900円（税込4,290円）

＊1 ご契約プランにより、月額利用料金が2,300円（2,530円（税込））となる場合あり。 ＊2 J:COM TV（スタンダードプラス/スタンダード/フレックス with Netflix A/フレックス with 
Disney+A）では基本チャンネルに含む（「J SPORTS 4」は除く）。 ＊3  「J SPORTS 1」「J SPORTS 2」「J SPORTS 3」「J SPORTS 4」の4チャンネルセット。 ＊4 「J SPORTS1」「J SPORTS 2」「J 
SPORTS 3」「J SPORTS 4」「ゴルフネットワーク」の5チャンネルセット。「ゴルフネットワーク」は、HD放送のみ。 ＊5 「J:COM TV スタンダードプラス」では基本チャンネルに含む。　＊6 お申し込
みには年齢制限あり。[R-18]18歳以上。 ＊7 プレイボーイ チャンネル、レッドチェリー、ミッドナイト・ブルーの3チャンネルセット。 
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適用
条件 スマホ ＋

いずれか1つ選べる！

テレビ ネット 固定電話

J:COM NET 光 1Gコース J:COM MOBILE
青春22割　青春26割

設置月含む
最大4年間

通常月額
1,628円（税込）5GB

対象のJ:COM 大分提供サービスとセット加入でずーっとデータ増量！

ネットとセット加入だから、データ増量♪

今なら!

（税込）550円額
月10GB

6カ月間

900
6カ月間

（税込）

円額
月

今なら!「J:COM 最強ヤング割」 
適用で6カ月間

円額
月 （税込）

円
（税込）

「J:COMモバイル 最強ヤング割」
適用で6カ月間

★4

5GB
通常月額
1,628円（税込）

5GB

月額★4

★4

★4

★4

〈Wi-Fi標準装備〉

ネットとセット加入でずーっとデータ増量♪

＊5

★5

＊6

スマホのみ加入でもお得！

26歳以下の方と
その同居のご家族なら！ 550550

1,4501,450 ★4★6

※大分市・由布市・津久見市ではJ:COM PHONEは、J:COM TVまたはJ:COM NETとセットでの加入が必要。　※J:COM 電力も対象。

適用
条件

10GB
5GB

★4 別途対応のスマートフォン・ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料および通話料・SMS通信料などが必要。「J:COM 
MOBILE Aプラン ST（音声＋データ）」ご加入の場合。
★5 割引期間終了後、それぞれ「青春22割」「青春26割」適用の月額利用料金にて自動継続。　★6「青春22割」 「青春26割」対象のJ:COM NETへ新規ご加入、かつ「J:COM 
MOBILE Aプラン ST（音声＋データ）［5GB］」をご契約で、「データ盛」「J:COMネット／モバイル 最強ヤング割」適用の場合。　＊5 ご利用には、J:COM 大分指定サービスへのご加入が必要。
IEEE802.11a ／ b ／ g ／ n ／ ac規格に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末が必要。また、指定アプリのインストールおよび対応端末（Android 5.0以上またはiOS 
11.0以上）、J:COMパーソナルIDの作成が必要。無線LANの特性上、環境により速度が遅くなる場合や電波が届かない場合あり。別途、機器（ポッド）1台の設置が必要。　＊6 利用環境・
利用機器により通信速度の変動あり。

集合住宅にお住まいの26歳以下の方限定

【青春22割/青春26割】〈対象者（青春22割）〉申込時点で満15歳以上、22歳以下の方（23歳の誕生日前日まで申込可）で、対象プランに申し込みいただいたお客さま。　※契約には、適
用対象年齢であることが証明できる契約者さま本人確認書類が必要。　※J:COM In My Roomは適用対象外となる場合あり。　〈対象者（青春26割）〉申込時点で満18歳以上、26歳以下の
方（27歳の誕生日前日まで申込可）で、対象プランに申し込みいただいたお客さま。　※契約には、適用対象年齢であることが証明できる契約者さま本人確認書類が必要。　※J:COM In My 
Roomは適用対象外となる場合あり。　〈適用〉※対象のJ:COMサービスに加入で、設置工事完了日より月額利用料金を割引。加入月は日割り計算。　※適用は1契約ごとに各サービス1契約の
み。　〈適用条件〉①同一名義、同一回線にて2年間の継続利用。　②前記条件を満たさなくなった場合には、3,300円（税込）の契約解除料金が必要。　③設置月含む49カ月目以降は、通常
月額利用料金にて自動継続。　④1契約ごとに各サービス1契約のみ。　【J:COMネット 最強ヤング割】〈対象者〉期間中、J:COM NETを含む「青春22割」「青春26割」対象サービスに新規
ご加入の上、 2023年6月30日（金）までに設置工事を完了されたお客さま。　〈適用〉※J:COM NET設置工事完了翌月から、J:COM NET月額利用料金より6カ月間、以下料金を割引。「青春22割」
2,949円（税込）「青春26割」3,367円（税込）。　※消費税計算をサービスごとに行うため、税込合計額に1円の誤差が発生する場合あり。　〈ご注意〉※割引期間終了後は、「青春22割」「青春26割」
適用の月額利用料金にて自動継続｡　【J:COMモバイル 最強ヤング割】〈対象者〉就学児以上、26歳以下の方（27歳の誕生日前日まで申込可）で、期間中、指定プラン［5GB以上］にお申し
込みいただき、お申込翌月末までに回線開通されたお客さま。または、本割引適用中の前記対象者と同一住所／同一支払の方。　〈適用〉※新規お申し込みの方はJ:COM MOBILE回線開通翌月、
プラン移行の方［Dプラン］切替完了翌月／［Aプラン（STを除く）］切替完了当月より月額基本料金を割引。　※MNP回線切替で加入いただく方は、MNP回線切替完了翌月からの割引。　〈ご注意〉
※割引期間終了後は、通常料金にて自動継続｡　※割引期間中に解約、対象外容量プラン・Dプランへ変更された場合、割引は終了。　※一部割引との併用不可。

画像・イラストはすべてイメージ。

ずーっと
やすく　たっぷり　しあわせに
お得な料金プランで
安心して使えます。

J:COM MOBILE
★1

5GB
1GB

月額

料金そのまま！!

対象のJ:COM 大分提供サービスと
セット加入でデータ増量

（税込 1,078円）

J:COM MOBILE の

★1 別途対応のスマートフォン･ユニ
バーサルサービス料・電話リレー
サービス料および通話料･SMS通信
料などが必要。「J:COM MOBILE 
Aプラン ST（音声＋データ）」ご加
入で、 「データ盛」を適用した場合。

国内送信
国際送信

3円（税込3円）～／通
100円（免税）～／通

SMS通信料
国 内
国 外（例：アメリカ本土へ）

20円（税込22円）／30秒
20円（免税）／30秒

通話料金

980円
（税込1,078円）

1,480円
（税込1,628円）

最大200kbps 最大200kbps

かけ放題（5分／回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500円（税込550円）
かけ放題（60分／回）・・・・・・・・・・・・・・1,500円（税込1,650円）
割込通話サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円（税込220円）

迷惑電話撃退サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100円（税込110円）

1,980円
（税込2,178円）

2,480円
（税込2,728円）

最大1Mbps 最大1Mbps

月額基本料金

月間データ容量

速度制限後の
スピード

データ繰り越し 余ったデータ量は翌月に自動で繰り越し

データ
追加

使用有効期限（Aプランの場合）
▶購入日を含む90日間

オプション
月額

利用料金

通話料金
・

ＳＭＳ通信料

300円（税込330円）1GB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

（音声＋データ）

J:COM MOBILE
Aプラン ST

＊1

お留守番サービスEX・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円（税込330円）
＊3

＊2

＊4

200円（税込220円）500MB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※実際の使用可能容量は、1,000MB。

1GB ➡ 5GB★3

★2 ★2 ★2 ★2

5GB ➡ 10GB★3 10GB ➡ 20GB★3 20GB ➡ 30GB★3

料金そのまま！！

★2 別途対応のスマートフォン･ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料および通話料･SMS通信料などが必要。　★3 「データ盛」を適用した場合。
＊1 Aプランのオプションサービス。J:COM販売端末以外ではご利用できないサービスあり。　＊2 保留中も通話料が発生。　＊3 伝言再生時、通話料が発生。　＊４ 一部登録できない番号あ
り。　【J:COM MOBILEご契約に関するご注意】※ご契約には、ご契約者さまご本人確認書類が必要。　※ご契約変更、オプション追加などは、ご契約者さまからのお申し込みに限る。また、各種変更
には別途手数料が必要。　※ご不在などにより、到着予定日を7日過ぎても商品（端末など）のお受け取りがない場合、到着予定日を含む8日目より利用料金が発生。　※利用開始月は、日割り計算
での請求。 　【J:COM MOBILE Aプラン ST（音声+データ）（以下、指定プラン）】※ご契約は、1世帯あたり最大5回線まで。　※当月ご利用の通信量が合計で月間データ容量（追加・繰り越し分を含む）
を超えた場合、当月末までの通信速度が送受信最大［1GB（データ盛適用時5GB）/5GB（データ盛適用時10GB）］200kbps/［10GB（データ盛適用時20GB）/20GB（データ盛適用時30GB）］
1Mbps。　※auの4G LTEエリアで利用可能（一部エリアは5G対応）。3G通信は利用不可。利用環境により、通信できない場合や通信速度が低下する場合あり。　※SIMロック解除が必要となる場
合あり。　※ご不在などにより、到着予定日を7日過ぎても商品（端末など）のお受け取りがない場合、到着予定日を含む8日目より利用料金が発生。　 【国際電話サービス】※通話先の国や地域によっては、
現地事業者の都合などにより接続できない場合あり。　※通話料は、毎月のJ:COM 大分提供サービス利用料金と合算での請求。　※最新の通話料金は、auホームページまで。　 【SMS送信】※長文
SMS対応の一部機種では、文字数に応じてSMS送信料の変動あり。詳細は、「J:COM MOBILE契約約款」まで。　※長文SMSは、受信先の機種により分割受信となる場合や、宛先により送信不可と
なる場合あり。　※SMS送信は、一日あたり200通まで。 　【国際SMS】※MNP回線切替の方は、国際SMSを送受信できない場合あり。　※送信時に通信料が発生。現地事業者の都合などにより、送
信が完了していない場合でも通信料が発生する場合あり。　【「かけ放題（5分／回）」「かけ放題（60分／回）」】※月額利用料金は、サービス適用開始日から31日間無料（J:COM MOBILE 新規加
入と同時申込の場合は、回線開通日から31日間）。同一回線においてそれぞれのサービスに再加入する場合は、サービス開始月から月額料金が発生。　※無料期間終了後は、通常料金にて自動
継続｡　※電報、ナビダイヤル、番号案内（104）、SMSなど、無料通話の対象外となるサービスあり。　※1回の通話時間を超過した場合、30秒ごとに22円（税込）の通話料が発生。　※「J:COM 
MOBILE Aプラン（音声＋データ）」ご契約者さまのみお申し込み可能。　【データ盛】 〈対象者〉対象のJ:COMサービスと指定プランを両方ご利用中の方。　〈適用〉 ※指定プラン新規ご加入の場合は
回線開通翌月（プラン移行の方は切替完了翌月、 MNP回線切替で加入いただく方は、MNP回線切替完了翌月）より、1日から10日頃を目安に月間データ容量を増量。　※対象のJ:COM 大分提供サー
ビス新規ご加入の場合は設置工事完了（J:COM 電力の場合は切替完了）翌月の1日から10日頃を目安に増量。なお、保有できるデータ容量は100GBまで。詳細はJ:COMホームページま
で。　※J:COM 電力は建物の契約状況によりー部適用とならない場合あり。　〈ご注意〉※対象サービスすべて、または指定プランを解約、Dプランへ移行された場合、増量は終了。 　

今のスマホのSIMカードを差し替えればすぐ使える！

スマホそのまま、かんたんSIM乗り換えプランも!

※初期設定が必要。
※「J:COM MOBILE Aプラン」の場合。

充実のサポート、安心の通信品質！

J:COMならデータ容量たっぷり。余ったデータ量は翌月繰り越しOK。

たっぷりのデータ容量！さらに繰り越しもOK! 国内通話が何度でも無料に！
通話が多い方も安心！１回あたり５分または60分以
内の国内通話が何度でも無料になるオプションも。

加入後も専門スタッフがしっかりサポートするので困った
ときも安心です。au回線なので全国エリアで快適につ
ながります。

※大分市・由布市・津久見市ではJ:COM PHONEは、J:COM TVまたはJ:COM NETとセットでの加入が必要。
※J:COM電力も対象。

※販売端末は在庫がなくなり次第終了となる場合あり。

申込期間：2022年12月1日(木)～2023年5月31日(水)

スマホ ＋
いずれか1つ選べる！

テレビ ネット 固定電話

〈青春22割〉月額3,850円（税込）
〈青春26割〉月額4,268円（税込）

〈青春22割〉月額5,478円（税込）
〈青春26割〉月額5,896円（税込）
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適用
条件 スマホ ＋

いずれか1つ選べる！

テレビ ネット 固定電話

J:COM NET 光 1Gコース J:COM MOBILE
青春22割　青春26割

設置月含む
最大4年間

通常月額
1,628円（税込）5GB

対象のJ:COM 大分提供サービスとセット加入でずーっとデータ増量！

ネットとセット加入だから、データ増量♪

今なら!

（税込）550円額
月10GB

6カ月間

900
6カ月間

（税込）

円額
月

今なら!「J:COM 最強ヤング割」 
適用で6カ月間

円額
月 （税込）

円
（税込）

「J:COMモバイル 最強ヤング割」
適用で6カ月間

★4

5GB
通常月額
1,628円（税込）

5GB

月額★4

★4

★4

★4

〈Wi-Fi標準装備〉

ネットとセット加入でずーっとデータ増量♪

＊5

★5

＊6

スマホのみ加入でもお得！

26歳以下の方と
その同居のご家族なら！ 550550

1,4501,450 ★4★6

※大分市・由布市・津久見市ではJ:COM PHONEは、J:COM TVまたはJ:COM NETとセットでの加入が必要。　※J:COM 電力も対象。

適用
条件

10GB
5GB

★4 別途対応のスマートフォン・ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料および通話料・SMS通信料などが必要。「J:COM 
MOBILE Aプラン ST（音声＋データ）」ご加入の場合。
★5 割引期間終了後、それぞれ「青春22割」「青春26割」適用の月額利用料金にて自動継続。　★6「青春22割」 「青春26割」対象のJ:COM NETへ新規ご加入、かつ「J:COM 
MOBILE Aプラン ST（音声＋データ）［5GB］」をご契約で、「データ盛」「J:COMネット／モバイル 最強ヤング割」適用の場合。　＊5 ご利用には、J:COM 大分指定サービスへのご加入が必要。
IEEE802.11a ／ b ／ g ／ n ／ ac規格に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末が必要。また、指定アプリのインストールおよび対応端末（Android 5.0以上またはiOS 
11.0以上）、J:COMパーソナルIDの作成が必要。無線LANの特性上、環境により速度が遅くなる場合や電波が届かない場合あり。別途、機器（ポッド）1台の設置が必要。　＊6 利用環境・
利用機器により通信速度の変動あり。

集合住宅にお住まいの26歳以下の方限定

【青春22割/青春26割】〈対象者（青春22割）〉申込時点で満15歳以上、22歳以下の方（23歳の誕生日前日まで申込可）で、対象プランに申し込みいただいたお客さま。　※契約には、適
用対象年齢であることが証明できる契約者さま本人確認書類が必要。　※J:COM In My Roomは適用対象外となる場合あり。　〈対象者（青春26割）〉申込時点で満18歳以上、26歳以下の
方（27歳の誕生日前日まで申込可）で、対象プランに申し込みいただいたお客さま。　※契約には、適用対象年齢であることが証明できる契約者さま本人確認書類が必要。　※J:COM In My 
Roomは適用対象外となる場合あり。　〈適用〉※対象のJ:COMサービスに加入で、設置工事完了日より月額利用料金を割引。加入月は日割り計算。　※適用は1契約ごとに各サービス1契約の
み。　〈適用条件〉①同一名義、同一回線にて2年間の継続利用。　②前記条件を満たさなくなった場合には、3,300円（税込）の契約解除料金が必要。　③設置月含む49カ月目以降は、通常
月額利用料金にて自動継続。　④1契約ごとに各サービス1契約のみ。　【J:COMネット 最強ヤング割】〈対象者〉期間中、J:COM NETを含む「青春22割」「青春26割」対象サービスに新規
ご加入の上、 2023年6月30日（金）までに設置工事を完了されたお客さま。　〈適用〉※J:COM NET設置工事完了翌月から、J:COM NET月額利用料金より6カ月間、以下料金を割引。「青春22割」
2,949円（税込）「青春26割」3,367円（税込）。　※消費税計算をサービスごとに行うため、税込合計額に1円の誤差が発生する場合あり。　〈ご注意〉※割引期間終了後は、「青春22割」「青春26割」
適用の月額利用料金にて自動継続｡　【J:COMモバイル 最強ヤング割】〈対象者〉就学児以上、26歳以下の方（27歳の誕生日前日まで申込可）で、期間中、指定プラン［5GB以上］にお申し
込みいただき、お申込翌月末までに回線開通されたお客さま。または、本割引適用中の前記対象者と同一住所／同一支払の方。　〈適用〉※新規お申し込みの方はJ:COM MOBILE回線開通翌月、
プラン移行の方［Dプラン］切替完了翌月／［Aプラン（STを除く）］切替完了当月より月額基本料金を割引。　※MNP回線切替で加入いただく方は、MNP回線切替完了翌月からの割引。　〈ご注意〉
※割引期間終了後は、通常料金にて自動継続｡　※割引期間中に解約、対象外容量プラン・Dプランへ変更された場合、割引は終了。　※一部割引との併用不可。

画像・イラストはすべてイメージ。

ずーっと
やすく　たっぷり　しあわせに
お得な料金プランで
安心して使えます。

J:COM MOBILE
★1

5GB
1GB

月額

料金そのまま！!

対象のJ:COM 大分提供サービスと
セット加入でデータ増量

（税込 1,078円）

J:COM MOBILE の

★1 別途対応のスマートフォン･ユニ
バーサルサービス料・電話リレー
サービス料および通話料･SMS通信
料などが必要。「J:COM MOBILE 
Aプラン ST（音声＋データ）」ご加
入で、 「データ盛」を適用した場合。

国内送信
国際送信

3円（税込3円）～／通
100円（免税）～／通

SMS通信料
国 内
国 外（例：アメリカ本土へ）

20円（税込22円）／30秒
20円（免税）／30秒

通話料金

980円
（税込1,078円）

1,480円
（税込1,628円）

最大200kbps 最大200kbps

かけ放題（5分／回）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500円（税込550円）
かけ放題（60分／回）・・・・・・・・・・・・・・1,500円（税込1,650円）
割込通話サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円（税込220円）

迷惑電話撃退サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100円（税込110円）

1,980円
（税込2,178円）

2,480円
（税込2,728円）

最大1Mbps 最大1Mbps

月額基本料金

月間データ容量

速度制限後の
スピード

データ繰り越し 余ったデータ量は翌月に自動で繰り越し

データ
追加

使用有効期限（Aプランの場合）
▶購入日を含む90日間

オプション
月額

利用料金

通話料金
・

ＳＭＳ通信料

300円（税込330円）1GB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

（音声＋データ）

J:COM MOBILE
Aプラン ST

＊1

お留守番サービスEX・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300円（税込330円）
＊3

＊2

＊4

200円（税込220円）500MB ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※実際の使用可能容量は、1,000MB。

1GB ➡ 5GB★3

★2 ★2 ★2 ★2

5GB ➡ 10GB★3 10GB ➡ 20GB★3 20GB ➡ 30GB★3

料金そのまま！！

★2 別途対応のスマートフォン･ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料および通話料･SMS通信料などが必要。　★3 「データ盛」を適用した場合。
＊1 Aプランのオプションサービス。J:COM販売端末以外ではご利用できないサービスあり。　＊2 保留中も通話料が発生。　＊3 伝言再生時、通話料が発生。　＊４ 一部登録できない番号あ
り。　【J:COM MOBILEご契約に関するご注意】※ご契約には、ご契約者さまご本人確認書類が必要。　※ご契約変更、オプション追加などは、ご契約者さまからのお申し込みに限る。また、各種変更
には別途手数料が必要。　※ご不在などにより、到着予定日を7日過ぎても商品（端末など）のお受け取りがない場合、到着予定日を含む8日目より利用料金が発生。　※利用開始月は、日割り計算
での請求。 　【J:COM MOBILE Aプラン ST（音声+データ）（以下、指定プラン）】※ご契約は、1世帯あたり最大5回線まで。　※当月ご利用の通信量が合計で月間データ容量（追加・繰り越し分を含む）
を超えた場合、当月末までの通信速度が送受信最大［1GB（データ盛適用時5GB）/5GB（データ盛適用時10GB）］200kbps/［10GB（データ盛適用時20GB）/20GB（データ盛適用時30GB）］
1Mbps。　※auの4G LTEエリアで利用可能（一部エリアは5G対応）。3G通信は利用不可。利用環境により、通信できない場合や通信速度が低下する場合あり。　※SIMロック解除が必要となる場
合あり。　※ご不在などにより、到着予定日を7日過ぎても商品（端末など）のお受け取りがない場合、到着予定日を含む8日目より利用料金が発生。　 【国際電話サービス】※通話先の国や地域によっては、
現地事業者の都合などにより接続できない場合あり。　※通話料は、毎月のJ:COM 大分提供サービス利用料金と合算での請求。　※最新の通話料金は、auホームページまで。　 【SMS送信】※長文
SMS対応の一部機種では、文字数に応じてSMS送信料の変動あり。詳細は、「J:COM MOBILE契約約款」まで。　※長文SMSは、受信先の機種により分割受信となる場合や、宛先により送信不可と
なる場合あり。　※SMS送信は、一日あたり200通まで。 　【国際SMS】※MNP回線切替の方は、国際SMSを送受信できない場合あり。　※送信時に通信料が発生。現地事業者の都合などにより、送
信が完了していない場合でも通信料が発生する場合あり。　【「かけ放題（5分／回）」「かけ放題（60分／回）」】※月額利用料金は、サービス適用開始日から31日間無料（J:COM MOBILE 新規加
入と同時申込の場合は、回線開通日から31日間）。同一回線においてそれぞれのサービスに再加入する場合は、サービス開始月から月額料金が発生。　※無料期間終了後は、通常料金にて自動
継続｡　※電報、ナビダイヤル、番号案内（104）、SMSなど、無料通話の対象外となるサービスあり。　※1回の通話時間を超過した場合、30秒ごとに22円（税込）の通話料が発生。　※「J:COM 
MOBILE Aプラン（音声＋データ）」ご契約者さまのみお申し込み可能。　【データ盛】 〈対象者〉対象のJ:COMサービスと指定プランを両方ご利用中の方。　〈適用〉 ※指定プラン新規ご加入の場合は
回線開通翌月（プラン移行の方は切替完了翌月、 MNP回線切替で加入いただく方は、MNP回線切替完了翌月）より、1日から10日頃を目安に月間データ容量を増量。　※対象のJ:COM 大分提供サー
ビス新規ご加入の場合は設置工事完了（J:COM 電力の場合は切替完了）翌月の1日から10日頃を目安に増量。なお、保有できるデータ容量は100GBまで。詳細はJ:COMホームページま
で。　※J:COM 電力は建物の契約状況によりー部適用とならない場合あり。　〈ご注意〉※対象サービスすべて、または指定プランを解約、Dプランへ移行された場合、増量は終了。 　

今のスマホのSIMカードを差し替えればすぐ使える！

スマホそのまま、かんたんSIM乗り換えプランも!

※初期設定が必要。
※「J:COM MOBILE Aプラン」の場合。

充実のサポート、安心の通信品質！

J:COMならデータ容量たっぷり。余ったデータ量は翌月繰り越しOK。

たっぷりのデータ容量！さらに繰り越しもOK! 国内通話が何度でも無料に！
通話が多い方も安心！１回あたり５分または60分以
内の国内通話が何度でも無料になるオプションも。

加入後も専門スタッフがしっかりサポートするので困った
ときも安心です。au回線なので全国エリアで快適につ
ながります。

※大分市・由布市・津久見市ではJ:COM PHONEは、J:COM TVまたはJ:COM NETとセットでの加入が必要。
※J:COM電力も対象。

※販売端末は在庫がなくなり次第終了となる場合あり。

申込期間：2022年12月1日(木)～2023年5月31日(水)

スマホ ＋
いずれか1つ選べる！

テレビ ネット 固定電話

〈青春22割〉月額3,850円（税込）
〈青春26割〉月額4,268円（税込）

〈青春22割〉月額5,478円（税込）
〈青春26割〉月額5,896円（税込）
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マ
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固定電話が
　　安くなる！

電話番号・電話機・品質そのまま！

一般加入電話向け通話・国際通話
平日昼間

（AM8：00～PM7：00）
NTT西日本
加入電話

J:COM PHONE 
プラス（全時間帯一律）

＊2

市内／3分 8.5円（税込9.35円）

15円（税込16.5円）

40円（税込44円）

30円（免税）

8円（税込8.8円）

15円（税込16.5円）
9円（免税）

県内市外／3分
（20km超～60km）

県外／3分
（100km超）

国際通話／1分
（例：アメリカ本土へ）

約62%
県外通話が

お得！

約70%
アメリカ本土へ
国際通話が

お得！

携 帯 電 話 向 け 通 話

平日昼間
（AM8：00～PM7：00）

NTT西日本
加入電話

＊3

auへ／1分

NTT ドコモへ／1分

ソフトバンクへ／1分

20円（税込22円）

20円（税込22円）

20円（税込22円）

16円
（税込17.6円）

15.5円
（税込17.05円）

J:COM PHONE 
プラス（全時間帯一律）

お得な通話料金で
家計にやさしい固定電話

J:COM PHONE

※大分市・由布市・津久見市ではJ:COM PHONEは、J:COM TVまたは
J:COM NETとセットでの加入が必要。

NTT 西日本加入電話と比べて
県外通話が約 62％お得！通話料金が安い！

番号そのまま、電話機もそのままで
お使いいただけます。今お使いの電話番号・電話機そのまま！

＊1

多彩なオプションサービス！ 目的に合わせてオプションを使いやすくカスタマイズできます。

オプションサービス

かけ放題パック +「かけ放題」
10 分までの通話が何度でも無料

「オプションパック」
複数のオプションサービスをまとめた

月額利用料金 970円（税込 1,067 円）

月額利用料金 500円（税込 550 円）

月額利用料金 400円（税込 440 円）

月額利用料金 300円（税込 330 円）

月額利用料金 100円（税込 110 円）

月額利用料金 200円（税込 220 円）

月額利用料金 500円（税込 550 円）

オプションパック

発信番号表示

割込通話

割込番号表示

番号通知リクエスト

着信転送

J:COM PHONE の

複数のオプションサービス（発信番号表示・割込通話・割込番号表示・
番号通知リクエスト）をまとめてご利用いただけます。

かけてきた相手の番号を表示します。

通話中に他からかかってきた電話に応答できます。

通話中に他からかかってきた電話を番号表示します。

番号非通知の相手に、番号通知でかけ直すよう自動対応します。

外出時に着信があると、あらかじめ設定した電話番号に転送します。

＊4

＊5

＊6

＊7★1

対象通話先：国内加入電話／携帯電話／ IP電話

※2023年1月末現在の情報を基に表示。
※NTTの付加機能や割引サービスを利用不可の場合あり。　※別途ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および通話料が必要。

画像・イラストはすべてイメージ。

迷惑電話自動ブロック

さらにJ:COM PHONEに新規・サービス追加で加入し、
同時に迷惑電話自動ブロックをお申し込みの方 初回請求を2,200円（税込）割引！

3カ月無料
オプション月額330円（税込）が 3カ月無料！

（株）

※迷惑電話とは、トビラシステムズ（株）の迷惑電話番号リストに蓄積されている電話番号（警察提供の番号、利用者の拒否登録番号、トビラシステムズ（株）独自調査番号）。 

詐欺電話や迷惑電話に悩まされない！詐欺電話や迷惑電話に悩まされない！

迷惑電話
自動ブロック オプション

月額
（税込 330円）

/回線/回線

※請求額から相殺。　※あんしん乗換キャッシュバック、
乗換サポートキャッシュバックとの併用は不可。

＊1 地域や電話番号により、提供不可の場合あり。設置工事日からサービス開始まで数日が必要。手数料/工事費が必要となる場合あり。　＊2  KDDIのマイラインをご登録の場合。「だんぜんトークⅡ 
DX」＋「だんぜん年割」の最大割引率(50%)適用時の料金。　＊３ 発信側および着信側がともに各携帯電話会社の定める営業区域内にある場合。　＊4 対応電話機が必要。　＊5 「割込通話」・「発信番
号表示」のご契約および対応電話機が必要。　＊6 「発信番号表示」のご契約が必要。　＊7  無応答転送は利用不可。 　【かけ放題パック】※「かけ放題」と「オプションパック」のセット。「かけ放題」の
みのご契約不可。　※別途契約事務手数料3,000円(3,300円(税込))/回線が必要。　※契約期間が1カ月に満たず解約される場合は、1カ月分の利用料金(消費税相当額含む)のお支払いが必要。　※既
にJ:COM PHONE プラスにご加入中の方がお申し込みの場合、「オプションパック」はお申込日の翌日から、「かけ放題」はお申込日の翌月から適用。　※法人のお客さまの利用不可。  〈かけ放題〉※国内
加入電話・携帯電話・IP電話向けの10分以内の通話が無料となり、1回の通話が10分を超えた場合、超過分より別途通話料が発生。　※国際電話、ナビダイヤル、番号案内(104)など、無料通話の対
象外となるサービスあり。 　【J:COM PHONE プラス】※ケーブルラインからのサービス切替には、別途工事(有料)が必要。　※1世帯につき1回線のみの提供。　※J:COM PHONE プラスは、最新の
VoIP技術を利用したIP電話サービス。

★1 お手続きには本人確認が必要。

★2 トビラシステムズ（株）調べ（2022年1～ 6月の集計データ）。　※トビラシステムズ（株）は、国内で唯一、警察と連携して迷惑電話番号リストを提供する会社。

【迷惑電話自動ブロック3カ月無料】〈対象者〉※J:COM PHONE プラスを既にご加入中または新規/サービス追加でご加入の上、申込翌月末までに利用開始されたお客さま。　〈適用〉※本サービス
利用開始翌月より月額利用料金を割引。　〈ご注意〉※割引期間中に本サービス、または本サービスを提供しているJ:COM PHONE プラスを解約した場合は、割引終了。　※割引期間終了後は、通
常月額利用料金にて自動継続｡

★2
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固定電話が
　　安くなる！

電話番号・電話機・品質そのまま！

一般加入電話向け通話・国際通話
平日昼間

（AM8：00～PM7：00）
NTT西日本
加入電話

J:COM PHONE 
プラス（全時間帯一律）

＊2

市内／3分 8.5円（税込9.35円）

15円（税込16.5円）

40円（税込44円）

30円（免税）

8円（税込8.8円）

15円（税込16.5円）
9円（免税）

県内市外／3分
（20km超～60km）

県外／3分
（100km超）

国際通話／1分
（例：アメリカ本土へ）

約62%
県外通話が

お得！

約70%
アメリカ本土へ
国際通話が

お得！

携 帯 電 話 向 け 通 話

平日昼間
（AM8：00～PM7：00）

NTT西日本
加入電話

＊3

auへ／1分

NTT ドコモへ／1分

ソフトバンクへ／1分

20円（税込22円）

20円（税込22円）

20円（税込22円）

16円
（税込17.6円）

15.5円
（税込17.05円）

J:COM PHONE 
プラス（全時間帯一律）

お得な通話料金で
家計にやさしい固定電話

J:COM PHONE

※大分市・由布市・津久見市ではJ:COM PHONEは、J:COM TVまたは
J:COM NETとセットでの加入が必要。

NTT 西日本加入電話と比べて
県外通話が約 62％お得！通話料金が安い！

番号そのまま、電話機もそのままで
お使いいただけます。今お使いの電話番号・電話機そのまま！

＊1

多彩なオプションサービス！ 目的に合わせてオプションを使いやすくカスタマイズできます。

オプションサービス

かけ放題パック +「かけ放題」
10 分までの通話が何度でも無料

「オプションパック」
複数のオプションサービスをまとめた

月額利用料金 970円（税込 1,067 円）

月額利用料金 500円（税込 550 円）

月額利用料金 400円（税込 440 円）

月額利用料金 300円（税込 330 円）

月額利用料金 100円（税込 110 円）

月額利用料金 200円（税込 220 円）

月額利用料金 500円（税込 550 円）

オプションパック

発信番号表示

割込通話

割込番号表示

番号通知リクエスト

着信転送

J:COM PHONE の

複数のオプションサービス（発信番号表示・割込通話・割込番号表示・
番号通知リクエスト）をまとめてご利用いただけます。

かけてきた相手の番号を表示します。

通話中に他からかかってきた電話に応答できます。

通話中に他からかかってきた電話を番号表示します。

番号非通知の相手に、番号通知でかけ直すよう自動対応します。

外出時に着信があると、あらかじめ設定した電話番号に転送します。

＊4

＊5

＊6

＊7★1

対象通話先：国内加入電話／携帯電話／ IP電話

※2023年1月末現在の情報を基に表示。
※NTTの付加機能や割引サービスを利用不可の場合あり。　※別途ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および通話料が必要。

画像・イラストはすべてイメージ。

迷惑電話自動ブロック

さらにJ:COM PHONEに新規・サービス追加で加入し、
同時に迷惑電話自動ブロックをお申し込みの方 初回請求を2,200円（税込）割引！

3カ月無料
オプション月額330円（税込）が 3カ月無料！

（株）

※迷惑電話とは、トビラシステムズ（株）の迷惑電話番号リストに蓄積されている電話番号（警察提供の番号、利用者の拒否登録番号、トビラシステムズ（株）独自調査番号）。 

詐欺電話や迷惑電話に悩まされない！詐欺電話や迷惑電話に悩まされない！

迷惑電話
自動ブロック オプション

月額
（税込 330円）

/回線/回線

※請求額から相殺。　※あんしん乗換キャッシュバック、
乗換サポートキャッシュバックとの併用は不可。

＊1 地域や電話番号により、提供不可の場合あり。設置工事日からサービス開始まで数日が必要。手数料/工事費が必要となる場合あり。　＊2  KDDIのマイラインをご登録の場合。「だんぜんトークⅡ 
DX」＋「だんぜん年割」の最大割引率(50%)適用時の料金。　＊３ 発信側および着信側がともに各携帯電話会社の定める営業区域内にある場合。　＊4 対応電話機が必要。　＊5 「割込通話」・「発信番
号表示」のご契約および対応電話機が必要。　＊6 「発信番号表示」のご契約が必要。　＊7  無応答転送は利用不可。 　【かけ放題パック】※「かけ放題」と「オプションパック」のセット。「かけ放題」の
みのご契約不可。　※別途契約事務手数料3,000円(3,300円(税込))/回線が必要。　※契約期間が1カ月に満たず解約される場合は、1カ月分の利用料金(消費税相当額含む)のお支払いが必要。　※既
にJ:COM PHONE プラスにご加入中の方がお申し込みの場合、「オプションパック」はお申込日の翌日から、「かけ放題」はお申込日の翌月から適用。　※法人のお客さまの利用不可。  〈かけ放題〉※国内
加入電話・携帯電話・IP電話向けの10分以内の通話が無料となり、1回の通話が10分を超えた場合、超過分より別途通話料が発生。　※国際電話、ナビダイヤル、番号案内(104)など、無料通話の対
象外となるサービスあり。 　【J:COM PHONE プラス】※ケーブルラインからのサービス切替には、別途工事(有料)が必要。　※1世帯につき1回線のみの提供。　※J:COM PHONE プラスは、最新の
VoIP技術を利用したIP電話サービス。

★1 お手続きには本人確認が必要。

★2 トビラシステムズ（株）調べ（2022年1～ 6月の集計データ）。　※トビラシステムズ（株）は、国内で唯一、警察と連携して迷惑電話番号リストを提供する会社。

【迷惑電話自動ブロック3カ月無料】〈対象者〉※J:COM PHONE プラスを既にご加入中または新規/サービス追加でご加入の上、申込翌月末までに利用開始されたお客さま。　〈適用〉※本サービス
利用開始翌月より月額利用料金を割引。　〈ご注意〉※割引期間中に本サービス、または本サービスを提供しているJ:COM PHONE プラスを解約した場合は、割引終了。　※割引期間終了後は、通
常月額利用料金にて自動継続｡

★2
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今なら！6,000 円
（税込 6,600円）

通常…

新規

5,000 円
（税込 5,500円）

0円！サービス
追加

J:COMサービスに新規でご加入
または既にいずれかのJ:COMサービスにご加入中で

ほかのサービスを追加される場合

さらに、サービス追加時の契約事務手数料・J:COMサービスへの切替工事費・２台目以降のSTB増設も0円！

※イラストはイメージとなり、実際の配線方法は異なる場合あり。

※新規加入の場合、別途契約
　事務手数料が必要。

※大分市・由布市・津久見市はJ:COM PHONE プラス単体ではご加入不可。

今ならキャンペーン期間中で

お得！

宅内配線図（一戸建て）

2023.3.1水 ～ 2023.4.30日

★1

他事業者

送配電線

J：COM提携の
発電事業者

光ファイバー

光ファイバー

メーター
（電力量計）

V-ONU
（光受信装置）

インターネット 放送タワー BS
（専門チャンネル）

番組配給会社

地上デジタル放送
J：COM コミュニティチャンネル

J：COM 電力

J：COM 
PHONE J：COM TV

専用チューナー
地デジ・BS・

専門チャンネル

J：COM
NET

O／E 機器

電線

分配器

気象業務
支援センター

通信事業者／
電話事業者

分電盤

V-ONU電源部
電話線

LANケーブル

LANケーブル

電話用
端末

インターネット用
端末

PI

★2

★2 集合住宅の場合、別途チューナーの設置（有料）が必要。また、光サービスにはTVにより分波工事が必要となり、別途費用がかかる場合あり。
※停電時は使用不可。
※O ／ E機器とは光信号を電気信号に変換する機器。

J：COM

アンテナ不要で
スッキリ!!

基本工事費
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★1 J:COM LINKまたは4K J:COM Boxへの交換（1台目）、光サービスヘの切替工事に限る。また、J:COM PHONEプラスヘの切替工事費は対象外。
【基本工事費0円キャンペーン】〈対象者〉期間中に長期契約プラン・ＴＶ単体・NET単体でお申し込みいただき、お申込翌月末までに設置工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設
置工事完了月の条件が異なる場合あり）。　 〈適用〉※適用は未加入サービス加入時、1契約ごとに各サービス1契約のみ。 　〈基本工事費〉※割引の適用がない場合、1台/1回線につき、新規加入
6,000円（6,600円（税込））、未加入サービス追加5,000円（5,500円（税込））。　※一部申込方法により基本工事費が異なる場合あり。 　〈契約事務手数料〉※別途契約事務手数料2,800円

（3,080円（税込））が必要（サービス追加時は無料）。 　〈サービス変更手数料・工事費〉※割引適用がない場合、3,000円（3,300円（税込））。 　〈ご注意〉※各サービスのプラン・コース変更や、
割引適用数を超えるサービス追加をされる場合など、別途工事費／手数料／初期費用などが必要となる場合あり。　※ケーブルラインからのサービス切替には、別途工事（有料）が必要。　※契
約形態により一部適用できない場合や、ブースター設置工事費など追加工事費が必要となる場合あり。
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定
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ご家族みんなをまとめてサポート！
自転車ロードサービスに、
賠償事故に備える
保険が付いて安心！

自転車生活サポート

＊１ 搬送距離は、自転車が自走不能になった場合、発生場所から20km以内となり、20kmを超える場合は、自転車ロードサービス提供会社へ別途搬送料金が必要。　＊２ 法律上の損害賠償責任を負った
場合に補償。損害の発生原因によっては補償不可の場合あり。　＊３ 示談交渉をお引き受けできない場合あり。　＊４ 自転車搭乗中などの事故による死亡・後遺障害を被った場合。事由により、お支払いで
きない場合あり。　【自転車生活サポート】※弊社がお客さまの委託を受け、自転車ロードサービスを自転車ロードサービス提供会社に取り次ぐサービスとなり、お客さまには、自転車ロードサービス提供会社
が直接提供。　※提供開始日は、ご加入月(工事を伴う場合は設置工事月)の翌月1日となり、月額利用料金は提供開始日からのご請求。　※ご利用は、ご加入者さまとそのご家族(ご加入者本人・ご本
人の配偶者および親族)（以下、被保険者）が対象。「親族」とは、ご本人またはご本人の配偶者と「同居の親族(ご本人または配偶者の6親等内の血族・3親等内の姻族)」または「別居の未婚の子(婚
姻歴のない方)」。 　※日常生活賠償について、被保険者が責任無能力者の場合における事故については、当該責任無能力者の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって当該責任無能
力者を監督する親族を被保険者とする。　※詳細は、弊社ホームページ内の「自転車生活サポート利用規約」を参照。　【自転車ロードサービス】※ご利用には、お客さまから専用電話番号へご連絡が必要。　※ご
利用者が未成年の場合、親権者の同意確認が必要。　※お住まいの地域・交通事情・気象状況その他の事由により、自転車ロードサービスの提供に時間がかかる場合や、自転車ロードサービスの提供がで
きない場合あり。　【自転車生活サポート付帯保険】※保険契約者をJCOM株式会社、取扱代理店をauフィナンシャルパートナー株式会社、引受保険会社をあいおいニッセイ同和損害保険株式会社とする傷
害補償(MS&AD型)特約セット団体総合生活補償保険の商品付帯契約。　※詳細は、弊社ホームページ内の「自転車生活サポート利用規約」およびあいおいニッセイ同和損害保険株式会社ホームページ内の「傷
害補償(MS&AD型)特約セット団体総合生活補償保険ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」を参照。　【「自転車生活サポート」提供に関する特定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて:1.
ご契約時にお渡しする「特定商取引法に基づく表示」全文書面の受領日から8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、「自転車生活サポート」の契約の解除が可能。ただし、
J:COM 大分提供サービスの新規お申し込みと同時に「自転車生活サポート」をお申し込みの場合、別途弊社が交付する「ご契約内容のご案内(契約締結後書面)」の受領日から起算して8日を経過する日
までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、「自転車生活サポート」の契約の解除が可能。初期契約解除制度の詳細は、契約締結後書面に記載。　2.既に「自転車生活サポート」がお客
さまへ提供開始されている場合、サービス終了に要する費用は弊社負担。　●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付｡

令和3年6月1日から 
自転車保険などへの加入が義務化されました。

令和3年6月1日から 
自転車保険などへの加入が義務化されました。

自転車の突然のトラブルに駆け付け！

自転車運転中に
相手にケガをさせた。
停車中の車に接触して
キズを付けてしまった。

飼い犬が他人をかんで
ケガをさせた。
洗濯機の水漏れで
階下が水浸しになった。

日常生活全般の賠償事故を補償！

自転車に乗る方も！ 自転車に乗らない方も！

自転車搭乗中などの事故の
ケガによる死亡や後遺障害を補償

示談交渉サービス

自転車同士の事故、自転車単独の事故、歩行中に相手自転車と接触など。

賠償事故を起こしてしまった場合に、保険会社がお客さまに代わって、
相手側と解決に向けて交渉するサービスです。

億円

自転車生活
サポート付帯保険
日常生活賠償補償

最大

引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　取扱代理店：auフィナンシャルパートナー株式会社

自転車ロードサービス

円
搬送
20ｋｍまで

＊1

＊2

万円

傷害死亡・後遺障害保険金

＊4

＊3

大分県では  
「自転車に関する条例」が 

施行され、

外出先で自転車が
バッテリー切れや、
パンク・故障などで
走れなくなった。

おまかせ！

さらに！

月額利用料金 400 円（税込440円）/世帯

故障した自転車を
自宅から
近くの自転車店
まで搬送したい。

オプション

画像・イラストはすべてイメージ。
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今なら！6,000 円
（税込 6,600円）

通常…

新規

5,000 円
（税込 5,500円）

0円！サービス
追加

J:COMサービスに新規でご加入
または既にいずれかのJ:COMサービスにご加入中で

ほかのサービスを追加される場合

さらに、サービス追加時の契約事務手数料・J:COMサービスへの切替工事費・２台目以降のSTB増設も0円！

※イラストはイメージとなり、実際の配線方法は異なる場合あり。

※新規加入の場合、別途契約
　事務手数料が必要。

※大分市・由布市・津久見市はJ:COM PHONE プラス単体ではご加入不可。

今ならキャンペーン期間中で

お得！

宅内配線図（一戸建て）

2023.3.1水 ～ 2023.4.30日

★1

他事業者

送配電線

J：COM提携の
発電事業者

光ファイバー

光ファイバー

メーター
（電力量計）

V-ONU
（光受信装置）

インターネット 放送タワー BS
（専門チャンネル）

番組配給会社

地上デジタル放送
J：COM コミュニティチャンネル

J：COM 電力

J：COM 
PHONE J：COM TV

専用チューナー
地デジ・BS・

専門チャンネル

J：COM
NET

O／E 機器

電線

分配器

気象業務
支援センター

通信事業者／
電話事業者

分電盤

V-ONU電源部
電話線

LANケーブル

LANケーブル

電話用
端末

インターネット用
端末

PI

★2

★2 集合住宅の場合、別途チューナーの設置（有料）が必要。また、光サービスにはTVにより分波工事が必要となり、別途費用がかかる場合あり。
※停電時は使用不可。
※O ／ E機器とは光信号を電気信号に変換する機器。

J：COM

アンテナ不要で
スッキリ!!

基本工事費

そ
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★1 J:COM LINKまたは4K J:COM Boxへの交換（1台目）、光サービスヘの切替工事に限る。また、J:COM PHONEプラスヘの切替工事費は対象外。
【基本工事費0円キャンペーン】〈対象者〉期間中に長期契約プラン・ＴＶ単体・NET単体でお申し込みいただき、お申込翌月末までに設置工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設
置工事完了月の条件が異なる場合あり）。　 〈適用〉※適用は未加入サービス加入時、1契約ごとに各サービス1契約のみ。 　〈基本工事費〉※割引の適用がない場合、1台/1回線につき、新規加入
6,000円（6,600円（税込））、未加入サービス追加5,000円（5,500円（税込））。　※一部申込方法により基本工事費が異なる場合あり。 　〈契約事務手数料〉※別途契約事務手数料2,800円

（3,080円（税込））が必要（サービス追加時は無料）。 　〈サービス変更手数料・工事費〉※割引適用がない場合、3,000円（3,300円（税込））。 　〈ご注意〉※各サービスのプラン・コース変更や、
割引適用数を超えるサービス追加をされる場合など、別途工事費／手数料／初期費用などが必要となる場合あり。　※ケーブルラインからのサービス切替には、別途工事（有料）が必要。　※契
約形態により一部適用できない場合や、ブースター設置工事費など追加工事費が必要となる場合あり。

固
定
電
話

 

ス
マ
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ご家族みんなをまとめてサポート！
自転車ロードサービスに、
賠償事故に備える
保険が付いて安心！

自転車生活サポート

＊１ 搬送距離は、自転車が自走不能になった場合、発生場所から20km以内となり、20kmを超える場合は、自転車ロードサービス提供会社へ別途搬送料金が必要。　＊２ 法律上の損害賠償責任を負った
場合に補償。損害の発生原因によっては補償不可の場合あり。　＊３ 示談交渉をお引き受けできない場合あり。　＊４ 自転車搭乗中などの事故による死亡・後遺障害を被った場合。事由により、お支払いで
きない場合あり。　【自転車生活サポート】※弊社がお客さまの委託を受け、自転車ロードサービスを自転車ロードサービス提供会社に取り次ぐサービスとなり、お客さまには、自転車ロードサービス提供会社
が直接提供。　※提供開始日は、ご加入月(工事を伴う場合は設置工事月)の翌月1日となり、月額利用料金は提供開始日からのご請求。　※ご利用は、ご加入者さまとそのご家族(ご加入者本人・ご本
人の配偶者および親族)（以下、被保険者）が対象。「親族」とは、ご本人またはご本人の配偶者と「同居の親族(ご本人または配偶者の6親等内の血族・3親等内の姻族)」または「別居の未婚の子(婚
姻歴のない方)」。 　※日常生活賠償について、被保険者が責任無能力者の場合における事故については、当該責任無能力者の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって当該責任無能
力者を監督する親族を被保険者とする。　※詳細は、弊社ホームページ内の「自転車生活サポート利用規約」を参照。　【自転車ロードサービス】※ご利用には、お客さまから専用電話番号へご連絡が必要。　※ご
利用者が未成年の場合、親権者の同意確認が必要。　※お住まいの地域・交通事情・気象状況その他の事由により、自転車ロードサービスの提供に時間がかかる場合や、自転車ロードサービスの提供がで
きない場合あり。　【自転車生活サポート付帯保険】※保険契約者をJCOM株式会社、取扱代理店をauフィナンシャルパートナー株式会社、引受保険会社をあいおいニッセイ同和損害保険株式会社とする傷
害補償(MS&AD型)特約セット団体総合生活補償保険の商品付帯契約。　※詳細は、弊社ホームページ内の「自転車生活サポート利用規約」およびあいおいニッセイ同和損害保険株式会社ホームページ内の「傷
害補償(MS&AD型)特約セット団体総合生活補償保険ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」を参照。　【「自転車生活サポート」提供に関する特定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて:1.
ご契約時にお渡しする「特定商取引法に基づく表示」全文書面の受領日から8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、「自転車生活サポート」の契約の解除が可能。ただし、
J:COM 大分提供サービスの新規お申し込みと同時に「自転車生活サポート」をお申し込みの場合、別途弊社が交付する「ご契約内容のご案内(契約締結後書面)」の受領日から起算して8日を経過する日
までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、「自転車生活サポート」の契約の解除が可能。初期契約解除制度の詳細は、契約締結後書面に記載。　2.既に「自転車生活サポート」がお客
さまへ提供開始されている場合、サービス終了に要する費用は弊社負担。　●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付｡

令和3年6月1日から 
自転車保険などへの加入が義務化されました。

令和3年6月1日から 
自転車保険などへの加入が義務化されました。

自転車の突然のトラブルに駆け付け！

自転車運転中に
相手にケガをさせた。
停車中の車に接触して
キズを付けてしまった。

飼い犬が他人をかんで
ケガをさせた。
洗濯機の水漏れで
階下が水浸しになった。

日常生活全般の賠償事故を補償！

自転車に乗る方も！ 自転車に乗らない方も！

自転車搭乗中などの事故の
ケガによる死亡や後遺障害を補償

示談交渉サービス

自転車同士の事故、自転車単独の事故、歩行中に相手自転車と接触など。

賠償事故を起こしてしまった場合に、保険会社がお客さまに代わって、
相手側と解決に向けて交渉するサービスです。

億円

自転車生活
サポート付帯保険
日常生活賠償補償

最大

引受保険会社：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　取扱代理店：auフィナンシャルパートナー株式会社

自転車ロードサービス

円
搬送
20ｋｍまで

＊1

＊2

万円

傷害死亡・後遺障害保険金

＊4

＊3

大分県では  
「自転車に関する条例」が 

施行され、

外出先で自転車が
バッテリー切れや、
パンク・故障などで
走れなくなった。

おまかせ！

さらに！

月額利用料金 400 円（税込440円）/世帯

故障した自転車を
自宅から
近くの自転車店
まで搬送したい。

オプション

画像・イラストはすべてイメージ。
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〈ご契約条件〉※J：COMご契約者よりJ：COMへお申し込みが必要（請求対象となるすべてのau携帯電話ご契約者への事前同意が必要）。 ※J：COMとau携帯電話の
ご契約者が同一名義もしくはご家族であり、請求書送付先住所が同一であること。　※「KDDIまとめて請求」との同時契約不可。　※免税対象者はお申込不可。 〈割引
適用条件〉※弊社指定のJ：COMサービスのいずれかに加入しており、au携帯電話ご利用料金が110円（税込）／月以上の場合、割引適用。ただし、J：COM料金が110
円（税込）未満で、かつ弊社へのお支払いが確認できない場合、割引を適用しない場合あり。 ※お申込手続き期間中は適用対象外。　〈ご注意〉※J：COMサービス利用
料金はPontaポイントの適用対象外。　※「J：COMまとめ請求」をご利用のお客さまは、「auかんたん決済」での「au PAY 残高」へのチャージ（入金）はご利用不可。

【auスマートバリュー／ UQ mobile 「自宅セット割（インターネットコース）」】〈条件〉J:COMサービスのご契約者本人：①～③すべてを満たした場合
／ご家族:②～④すべてを満たした場合。　①J:COMサービスを新規契約、またはご契約中であること。　②au/UQ mobileで対象料金プランにご加
入、またはご加入中であること。　③auスマートバリュー／UQ mobile「自宅セット割（インターネットコース）」に申し込みいただくこと。　④J:COMサー
ビスご契約者と同一姓・同一住所のご家族であること。　※ご家族が別姓または住所が異なる場合、ご家族であることの証明書を別途提示いただく必
要あり。　※J:COMサービスを手続き中または契約予定の場合も割引適用あり。

その他条件など詳しくは、au/UQ mobile取扱店スタッフ・au/UQホームページへ

J：COMまとめ請求

auとJ：COMのご請求をお得に一本化。

auスマホ／auケータイ
まとめ
請求

まとめるだけで
110円（税込）
割引！

お申し込み・お問い合わせはこちら

auスマートバリュー

自宅セット割

J：COMサービス

J：COMホームページ

自宅セット割

UQ mobileサービス

auスマートバリュー

auサービス

Web

jcom 大分 検 索

au
サポート

自宅セット割
について

J:COMならauスマホもUQスマホもセットでおトクに！

7,656

※国内通話料22円（税込）／30秒が別途必要。衛星船舶電話や、他社が料金設定している電話番号への通話などは料金が異なる。　※５Gは一部エリアでの提供。

J：COMとセットで
auスマホのご利用料金が

auスマートバリュー auへのお申し込みが必要

1,100円（税込）/月割引×12カ月間 ※「使い放題MAX 5G」の場合。
13,200円割引！

円割引！

ずーっと年間総額

（税込）

くりこしプランS +5G  990円～月
額

（税込）

 1,628円月
額

（税込）

１人あたり
ずーっと
この料金

データ容量
3GB/月

（税込）

データ
使い放題

使い放題MAX 5G

 7,238円月
額

（税込）

ずーっとこの料金

 4,928円～月
額

自宅セット割 インターネットコース適用で
UQスマホのご利用料金が

UQへのお申し込みが必要自宅セット割

638円（税込）/月割引×12カ月間

ずーっと年間総額

（税込）

永年月額1,100円割引
（税込）

 月額110円割引
（税込） （税込）

 月額1,100円割引

auスマートバリュー au PAY カード
お支払い割

家族割プラス
（家族3人～）

auスマートバリュー加入 +au PAY カードお支払い割 +家族割プラスで適用条件

++

毎月のデータ量を気にせず使いたい方なら！

とにかく安くスマホを使いたい方なら！割引前

割引前

J:COMとセットで
auスマホのご利用料金から

※現在「くりこしプラン」ご契約中のお客さまは、「くりこし
プラン +5G」へのプラン変更で、自宅セット割を利用可能。

いずれか2サービス以上　

ネット 固定
電話テレビ

＊1

J:COMサービスのご利用★1 auまたはUQ mobile
サービスのご利用

指定の料金プランなど＊2

★2

auスマートバリュー／自宅セット割 インターネットコースの適用条件

☆テザリング・データシェア・世界データ定額（有料）は合計30GBまで。混雑時など通信制御を行う場合あり。
●データ利用量が3GB以下の場合、自動的に1,650円（税込）割引（※テザリング、データシェア、世界データ定額を含めた利用量が
3GB以下の場合が対象）。　※適用条件は下記参照。　※国内通話料22円（税込）／30秒が別途必要。衛星船舶電話や、他社が料金設
定している電話番号への通話などは料金が異なる。　※5Ｇは一部エリアでの提供。

au Style
auショップへ
来店予約はこちら

【共通注意事項】★1 別途利用料・オプション料あり。J:COMサービス解約時に、契約期間に応じて契約解除料金が発生する場合あり。 （例:「スマートお得プラン」の場合、契約期
間2年間（集合住宅は1年間）・自動更新、契約解除料金4,950円（税込））　★2 J:COMサービス1契約につき、au、UQ mobile回線合計10回線まで。　＊1 一部のコースは対
象外。　＊2 機種によって、加入いただける料金プランなどが異なる。　※ケーブルラインからのサービス切替には、別途工事（有料）が必要。　【使い放題 MAX 5G】※本プラン加
入で現在適用中の各種割引などが終了する場合あり。　※月途中での解約など満額が必要。　【データ使い放題】※一定期間内に大量の通信のご利用があった場合、混雑時間帯の通信速
度を制限。　【auスマートバリュー】【割引額】〈ピタットプラン 5G／ピタットプラン 4G LTE（新auピタットプランN）〉データ利用量1GB超の場合：永年月額550円（税込）割引（デー
タ利用量1GB以下の月は、割引適用なし）、〈使い放題 MAX 5G ALL STARパック／使い放題 MAX 5G テレビパック／使い放題 MAX 5G Netflixパック（P）／使い放題 MAX 5G 
Netflixパック／使い放題 MAX 5G DAZNパック／使い放題 MAX 5G with Amazonプライム／使い放題 MAX 5G ／使い放題 MAX 4G テレビパック／使い放題 MAX 4G Netflix
パック（P）／使い放題MAX 4G Netflixパック／使い放題MAX 4G DAZNパック／使い放題MAX 4G／タブレットプラン20〉永年月額1,100円（税込）割引。　※記載の料金プラン・
サービスは、4G LTE（au VoLTE対応）のプランも対象。　※その他の料金プランについては、auホームページの確認が必要（povoは本割引対象外）。　【auスマートバリュー（以下、
本割引）】※J:COMサービスとau携帯電話（以下、au端末）のご契約者が同一姓かつ同一住所の場合、申込可能。　※本割引に申し込みいただいた翌月末時点で、対象のJ:COMサー
ビスをご利用中の場合（一部サービスはお申込手続き完了後）、申込翌月ご利用分から割引適用。　※au端末ご利用料金より割引。　※割引額は、月末時点で加入しているau端末の料
金プランなどにより判定。月末時点で条件を満たさない月は割引適用不可。　※au端末を、解約・一時休止・譲渡された場合、割引の適用は解約・一時休止月の当月、譲渡月の前月をもっ
て終了。　※対象のJ:COMサービスを解約・転居・一部サービスの変更をされた場合、割引の適用は解約・転居・サービス変更月の前月をもって終了。またこの場合、本割引の再
登録が必要となる場合あり。　※対象のJ:COMサービスの開通がお客さま都合で取り消しされた場合、それまでの割引額をau端末ご利用料金に合算請求。　【自宅セット割】【割引額】
くりこしプランS/M ＋5Gの場合：月額638円（税込）割引、くりこしプランL ＋5Gの場合：月額858円（税込）割引。　※申込翌月以降、条件を満たした月のご利用分から割引
を適用。　※「でんきコース」と「インターネットコース」は重複して適用されず、「インターネットコース」を適用。　※UQ mobileの解約・対象料金プラン以外への変更をした場合、
お手続きの当月分をもって割引の適用を終了。UQ mobileの月額基本使用料が日割りとなる場合は本割引も日割りを適用。　※割引額は、月末時点で加入しているUQ mobileの
料金プランにより判定。月末時点で条件を満たさない月は、割引適用不可。　【くりこしプラン ＋5G】※本プランはスマートフォン（5G）向けプラン。スマートフォン（4G LTE）でも
契約可能だが、その場合4G LTE通信での利用となる。　※データ容量の消費は、くりこし分→月間データ容量（増量データ容量含む）→追加チャージ購入分の順番に行われる。くり
こし上限は、前月の基本データ残容量分までで、当月末まで利用可能。　※「くりこしプラン +5G」内で月途中にプラン変更が適用される場合、適用月の月間データ容量は、プラン
変更前後でデータ容量の大きい方のプランのデータ容量となる。月途中での解約などの場合、満額が必要。　※新規契約または機種変更と同時にお申し込みの場合、料金プランは加
入日または変更日当日から適用。プラン変更の場合は、翌月から適用。　※「くりこしプランなど（以下、旧プラン）」から本プランへ契約移行する場合、旧プランの各種データ容量（く
りこし分／月間データ容量／追加購入データ容量）の引き継ぎは行わないが、月の途中に本プランへ契約移行する場合も、本プランの月間データ容量を利用可能。また、現在適用中
の各種割引（UQ家族割、ギガMAX月割など）、各種オプションなどが終了する場合あり。　【au PAY カードお支払い割】〈条件〉月末時点で登録されている支払方法がau PAY カー
ドであること。　※一括請求/KDDIまとめて請求の場合は、請求グループの支払方法で判定。 　【au PAY カード入会条件】個人でご利用のau IDをお持ちのお客さま（法人契約で
ご利用のau IDでは申込不可）。　※カード発行には所定の審査あり。審査により希望に沿えない場合あり。カード発行元：auフィナンシャルサービス株式会社　【家族割プラス】au
へのお申し込みが必要。　〈特典〉申込翌月ご利用分から永年割引。使い放題MAX 5Gご利用の場合　・家族3回線以上 永年1,100円（税込）/月割引　・家族2回線 永年550円（税込）
/月割引。　〈条件〉ご家族で割引対象の料金プランにご加入。　※住所が異なる場合、au取扱店でのお申し込み・家族関係証明書（住民票など）が必要。　【共通注意事項】※別途、通話・通信料、
ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、ご自宅のインターネットサービス料などが必要。　※別途、契約にかかる費用はau/UQホームページを参照。　※他の施策とは併
用できない場合や予告なく変更・終了となる場合あり。 

☆
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〈ご契約条件〉※J：COMご契約者よりJ：COMへお申し込みが必要（請求対象となるすべてのau携帯電話ご契約者への事前同意が必要）。 ※J：COMとau携帯電話の
ご契約者が同一名義もしくはご家族であり、請求書送付先住所が同一であること。　※「KDDIまとめて請求」との同時契約不可。　※免税対象者はお申込不可。 〈割引
適用条件〉※弊社指定のJ：COMサービスのいずれかに加入しており、au携帯電話ご利用料金が110円（税込）／月以上の場合、割引適用。ただし、J：COM料金が110
円（税込）未満で、かつ弊社へのお支払いが確認できない場合、割引を適用しない場合あり。 ※お申込手続き期間中は適用対象外。　〈ご注意〉※J：COMサービス利用
料金はPontaポイントの適用対象外。　※「J：COMまとめ請求」をご利用のお客さまは、「auかんたん決済」での「au PAY 残高」へのチャージ（入金）はご利用不可。

【auスマートバリュー／ UQ mobile 「自宅セット割（インターネットコース）」】〈条件〉J:COMサービスのご契約者本人：①～③すべてを満たした場合
／ご家族:②～④すべてを満たした場合。　①J:COMサービスを新規契約、またはご契約中であること。　②au/UQ mobileで対象料金プランにご加
入、またはご加入中であること。　③auスマートバリュー／UQ mobile「自宅セット割（インターネットコース）」に申し込みいただくこと。　④J:COMサー
ビスご契約者と同一姓・同一住所のご家族であること。　※ご家族が別姓または住所が異なる場合、ご家族であることの証明書を別途提示いただく必
要あり。　※J:COMサービスを手続き中または契約予定の場合も割引適用あり。

その他条件など詳しくは、au/UQ mobile取扱店スタッフ・au/UQホームページへ

J：COMまとめ請求

auとJ：COMのご請求をお得に一本化。

auスマホ／auケータイ
まとめ
請求

まとめるだけで
110円（税込）
割引！

お申し込み・お問い合わせはこちら

auスマートバリュー

自宅セット割

J：COMサービス

J：COMホームページ

自宅セット割

UQ mobileサービス

auスマートバリュー

auサービス

Web

jcom 大分 検 索

au
サポート

自宅セット割
について

J:COMならauスマホもUQスマホもセットでおトクに！

7,656

※国内通話料22円（税込）／30秒が別途必要。衛星船舶電話や、他社が料金設定している電話番号への通話などは料金が異なる。　※５Gは一部エリアでの提供。

J：COMとセットで
auスマホのご利用料金が

auスマートバリュー auへのお申し込みが必要

1,100円（税込）/月割引×12カ月間 ※「使い放題MAX 5G」の場合。
13,200円割引！

円割引！

ずーっと年間総額

（税込）

くりこしプランS +5G  990円～月
額

（税込）

 1,628円月
額

（税込）

１人あたり
ずーっと
この料金

データ容量
3GB/月

（税込）

データ
使い放題

使い放題MAX 5G

 7,238円月
額

（税込）

ずーっとこの料金

 4,928円～月
額

自宅セット割 インターネットコース適用で
UQスマホのご利用料金が

UQへのお申し込みが必要自宅セット割

638円（税込）/月割引×12カ月間

ずーっと年間総額

（税込）

永年月額1,100円割引
（税込）

 月額110円割引
（税込） （税込）

 月額1,100円割引

auスマートバリュー au PAY カード
お支払い割

家族割プラス
（家族3人～）

auスマートバリュー加入 +au PAY カードお支払い割 +家族割プラスで適用条件

++

毎月のデータ量を気にせず使いたい方なら！

とにかく安くスマホを使いたい方なら！割引前

割引前

J:COMとセットで
auスマホのご利用料金から

※現在「くりこしプラン」ご契約中のお客さまは、「くりこし
プラン +5G」へのプラン変更で、自宅セット割を利用可能。

いずれか2サービス以上　

ネット 固定
電話テレビ

＊1

J:COMサービスのご利用★1 auまたはUQ mobile
サービスのご利用

指定の料金プランなど＊2

★2

auスマートバリュー／自宅セット割 インターネットコースの適用条件

☆テザリング・データシェア・世界データ定額（有料）は合計30GBまで。混雑時など通信制御を行う場合あり。
●データ利用量が3GB以下の場合、自動的に1,650円（税込）割引（※テザリング、データシェア、世界データ定額を含めた利用量が
3GB以下の場合が対象）。　※適用条件は下記参照。　※国内通話料22円（税込）／30秒が別途必要。衛星船舶電話や、他社が料金設
定している電話番号への通話などは料金が異なる。　※5Ｇは一部エリアでの提供。

au Style
auショップへ
来店予約はこちら

【共通注意事項】★1 別途利用料・オプション料あり。J:COMサービス解約時に、契約期間に応じて契約解除料金が発生する場合あり。 （例:「スマートお得プラン」の場合、契約期
間2年間（集合住宅は1年間）・自動更新、契約解除料金4,950円（税込））　★2 J:COMサービス1契約につき、au、UQ mobile回線合計10回線まで。　＊1 一部のコースは対
象外。　＊2 機種によって、加入いただける料金プランなどが異なる。　※ケーブルラインからのサービス切替には、別途工事（有料）が必要。　【使い放題 MAX 5G】※本プラン加
入で現在適用中の各種割引などが終了する場合あり。　※月途中での解約など満額が必要。　【データ使い放題】※一定期間内に大量の通信のご利用があった場合、混雑時間帯の通信速
度を制限。　【auスマートバリュー】【割引額】〈ピタットプラン 5G／ピタットプラン 4G LTE（新auピタットプランN）〉データ利用量1GB超の場合：永年月額550円（税込）割引（デー
タ利用量1GB以下の月は、割引適用なし）、〈使い放題 MAX 5G ALL STARパック／使い放題 MAX 5G テレビパック／使い放題 MAX 5G Netflixパック（P）／使い放題 MAX 5G 
Netflixパック／使い放題 MAX 5G DAZNパック／使い放題 MAX 5G with Amazonプライム／使い放題 MAX 5G ／使い放題 MAX 4G テレビパック／使い放題 MAX 4G Netflix
パック（P）／使い放題MAX 4G Netflixパック／使い放題MAX 4G DAZNパック／使い放題MAX 4G／タブレットプラン20〉永年月額1,100円（税込）割引。　※記載の料金プラン・
サービスは、4G LTE（au VoLTE対応）のプランも対象。　※その他の料金プランについては、auホームページの確認が必要（povoは本割引対象外）。　【auスマートバリュー（以下、
本割引）】※J:COMサービスとau携帯電話（以下、au端末）のご契約者が同一姓かつ同一住所の場合、申込可能。　※本割引に申し込みいただいた翌月末時点で、対象のJ:COMサー
ビスをご利用中の場合（一部サービスはお申込手続き完了後）、申込翌月ご利用分から割引適用。　※au端末ご利用料金より割引。　※割引額は、月末時点で加入しているau端末の料
金プランなどにより判定。月末時点で条件を満たさない月は割引適用不可。　※au端末を、解約・一時休止・譲渡された場合、割引の適用は解約・一時休止月の当月、譲渡月の前月をもっ
て終了。　※対象のJ:COMサービスを解約・転居・一部サービスの変更をされた場合、割引の適用は解約・転居・サービス変更月の前月をもって終了。またこの場合、本割引の再
登録が必要となる場合あり。　※対象のJ:COMサービスの開通がお客さま都合で取り消しされた場合、それまでの割引額をau端末ご利用料金に合算請求。　【自宅セット割】【割引額】
くりこしプランS/M ＋5Gの場合：月額638円（税込）割引、くりこしプランL ＋5Gの場合：月額858円（税込）割引。　※申込翌月以降、条件を満たした月のご利用分から割引
を適用。　※「でんきコース」と「インターネットコース」は重複して適用されず、「インターネットコース」を適用。　※UQ mobileの解約・対象料金プラン以外への変更をした場合、
お手続きの当月分をもって割引の適用を終了。UQ mobileの月額基本使用料が日割りとなる場合は本割引も日割りを適用。　※割引額は、月末時点で加入しているUQ mobileの
料金プランにより判定。月末時点で条件を満たさない月は、割引適用不可。　【くりこしプラン ＋5G】※本プランはスマートフォン（5G）向けプラン。スマートフォン（4G LTE）でも
契約可能だが、その場合4G LTE通信での利用となる。　※データ容量の消費は、くりこし分→月間データ容量（増量データ容量含む）→追加チャージ購入分の順番に行われる。くり
こし上限は、前月の基本データ残容量分までで、当月末まで利用可能。　※「くりこしプラン +5G」内で月途中にプラン変更が適用される場合、適用月の月間データ容量は、プラン
変更前後でデータ容量の大きい方のプランのデータ容量となる。月途中での解約などの場合、満額が必要。　※新規契約または機種変更と同時にお申し込みの場合、料金プランは加
入日または変更日当日から適用。プラン変更の場合は、翌月から適用。　※「くりこしプランなど（以下、旧プラン）」から本プランへ契約移行する場合、旧プランの各種データ容量（く
りこし分／月間データ容量／追加購入データ容量）の引き継ぎは行わないが、月の途中に本プランへ契約移行する場合も、本プランの月間データ容量を利用可能。また、現在適用中
の各種割引（UQ家族割、ギガMAX月割など）、各種オプションなどが終了する場合あり。　【au PAY カードお支払い割】〈条件〉月末時点で登録されている支払方法がau PAY カー
ドであること。　※一括請求/KDDIまとめて請求の場合は、請求グループの支払方法で判定。 　【au PAY カード入会条件】個人でご利用のau IDをお持ちのお客さま（法人契約で
ご利用のau IDでは申込不可）。　※カード発行には所定の審査あり。審査により希望に沿えない場合あり。カード発行元：auフィナンシャルサービス株式会社　【家族割プラス】au
へのお申し込みが必要。　〈特典〉申込翌月ご利用分から永年割引。使い放題MAX 5Gご利用の場合　・家族3回線以上 永年1,100円（税込）/月割引　・家族2回線 永年550円（税込）
/月割引。　〈条件〉ご家族で割引対象の料金プランにご加入。　※住所が異なる場合、au取扱店でのお申し込み・家族関係証明書（住民票など）が必要。　【共通注意事項】※別途、通話・通信料、
ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、ご自宅のインターネットサービス料などが必要。　※別途、契約にかかる費用はau/UQホームページを参照。　※他の施策とは併
用できない場合や予告なく変更・終了となる場合あり。 

☆
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J :COM NET キャッシュバック

利用証明書提出で
一律5,000円キャッシュバック！

他社違約金支払証明書提出で
最大30,000円キャッシュバック！

他社からのインターネット乗り換えで解約違約金が発生しても他社インターネットプロバイダーの
乗換サポート

※他事業者の光（FTTH）・ADSLインターネットサービスまたは、高速モバイル通信インターネットサービスをご利用中、かつ
乗換時に違約金が発生する方が、新規・サービス追加で対象プランへ加入されると、乗換時の違約金相当額最大30,000円
キャッシュバック。 　【あんしん乗換キャッシュバック】〈対象者〉対象プランにお申し込みいただき、お申込翌月末までに設置工
事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完了月の条件が異なる場合あり）。　※過去1年間にキャッシュバッ
クが適用されたお客さまは適用対象外。 　〈ご注意〉※一部支払方法を除き、設置工事完了月から4カ月後の月末までに違約
金支払証明書をご提出いただき、「重要事項説明書」記載内容にご同意いただく必要あり。　※その他割引など、一部施策と
は併用できない場合あり。詳しくはJ:COMまで。 　〈キャッシュバック〉※設置工事完了月から6カ月後の月末までに、ご登録
口座へお振り込み。

※他事業者の光（FTTH）・ADSLインターネットサービスまたは、高速モバイル通信インターネットサービスをご利用中の方が、
新規・サービス追加で対象プランへ加入されると、5,000円キャッシュバック。 　【乗換サポートキャッシュバック】〈対象者〉
対象プランにお申し込みいただき、お申込翌月末までに設置工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完
了月の条件が異なる場合あり）。　※過去1年間にキャッシュバックが適用されたお客さまは適用対象外。 　〈ご注意〉※一部
支払方法を除き、設置工事完了月から4カ月後の月末までに他事業者のインターネットサービスご利用証明書（申込書、請
求書など）または、違約金支払証明書をご提出いただき、「重要事項説明書」記載内容にご同意いただく必要あり。　※そ
の他割引など、一部施策とは併用できない場合あり。詳しくはJ:COMまで。　〈キャッシュバック〉※設置工事完了月から6
カ月後の月末までに、ご登録口座へお振り込み。
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バック

画像・イラストはすべてイメージ。
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料金一覧 戸建住宅
※下記以外の料金プランもご用意しております。詳しくは弊社ホームページ

（wwwjcom.oct-net.ne.jp）をご確認ください。

J:COMスタート割 割引額 あんしん乗換
キャッシュ

バック
上限金額☆1

J:COM
LINK
対応テレビ ネット

固定電話
or

メガパック
通常月額
利用料金

新規・
サービス
追加時

切替時 適用
期間

□ スマートもっとお得プラン10G
スタンダード
93ch以上＊1

or

A or B 64ch 以上＊1

with Netflix
with Disney+

＋

フレックス

光 10G＊2

   電話☆2＊3

or
メガ

  パック☆2

10,280円
（税込11,308円）

2,780円
（税込3,058円）

1,780円
（税込1,958円）

24カ月

30,000円 〇

□ スマートもっとお得プラン5G 光 5G＊2 9,500円
（税込10,450円）

2,500円
（税込2,750円）

1,500円
（税込1,650円） 30,000円 〇

□ スマートもっとお得プラン1G 光 1G＊2 9,000円
（税込9,900円）

2,500円
（税込2,750円）

1,500円
（税込1,650円） 30,000円 〇

□ スマートもっとお得プラン320 光 320M＊2 8,500円
（税込9,350円）

2,000円
（税込2,200円）

1,000円
（税込1,100円） 30,000円 〇

□ スマートお得プランミニ★１★２ スタンダード
93ch以上＊1 ー

電話＊3

5,342円
（税込5,876円）

1,000円
（税込1,100円） ー

12カ月

ー ー

□ お得プランミニ スタンダード
79ch以上＊1 ー 4,980円

（税込5,478円）
1,000円

（税込1,100円） ー ー ー

□ スマートお得セレクト NET10Gコース
+PHONE

セレクト
８つの選べる

パック
41ch以上＊1＊4

光 10G＊2

 電話☆2＊3

8,880円
（税込9,768円）

780円
（税込858円） ー

24カ月

20,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET5Gコース
+PHONE 光 5G＊2 8,100円

（税込8,910円）
500円

（税込550円） ー 20,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET1Gコース
+PHONE 光 1G＊2 7,600円

（税込8,360円）
500円

（税込550円） ー 20,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET320Mコース
+PHONE 光 320M＊2 7,100円

（税込7,810円） ー ー ー 20,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET10Gコース 光 10G＊2

ー

7,737円
（税込8,510円）

780円
（税込858円） ー

24カ月

20,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET5Gコース 光 5G＊2 6,957円
（税込7,652円）

500円
（税込550円） ー 20,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET1Gコース 光 1G＊2 6,457円
（税込7,102円）

500円
（税込550円） ー 20,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET320Mコース 光 320M＊2 5,957円
（税込6,552円） ー ー ー 20,000円 〇

□ ★１★２
スマートお得セレクト＋PHONEコース ー

電話＊3

3,200円
（税込3,520円） ー ー ー ー ー

□ お得セレクト＋PHONEコース セレクト
33ch以上＊1 ー 2,838円

（税込3,121円） ー ー ー ー ー

J:COMスタート割 割引額
あんしん乗換

キャッシュバック
上限金額☆1ネット

固定電話
or

メガパック
通常月額
利用料金

新規・
サービス
追加時

切替時 適用
期間

□ スマートお得NET 光 10G 光 10G＊2 ー 6,060円
（税込6,666円）

1,580円
（税込1,738円）

1,080円
（税込1,188円）

24カ月

10,000円

□ スマートお得NET 光 5G 光 5G＊2 ー 5,280円
（税込5,808円）

1,300円
（税込1,430円）

800円
（税込880円） 10,000円

□ スマートお得NET 光 1G 光 1G＊2 ー 4,780円
（税込5,258円）

1,300円
（税込1,430円）

800円
（税込880円） 10,000円

□ スマートお得NET 光 1G＋PHONE 光 1G＊2 電話☆2＊3 5,880円
（税込6,468円）

1,300円
（税込1,430円）

800円
（税込880円） 10,000円

□ スマートお得NET 光 1G
+メガパック(J:COM LINK mini) 光 1G＊2 メガパック☆2 

（J:COM LINK mini）
5,580円

（税込6,138円）
1,300円

（税込1,430円）
800円

（税込880円） 10,000円

 …Wi-Fi 0円

オス
スメ

オス
スメ

 の箇所は2年間(集合住宅は1年間)(「スマートもっとお得プラン」は3年間(集合住宅は2年間))の長期契約が条件。
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J :COM NET キャッシュバック

利用証明書提出で
一律5,000円キャッシュバック！

他社違約金支払証明書提出で
最大30,000円キャッシュバック！

他社からのインターネット乗り換えで解約違約金が発生しても他社インターネットプロバイダーの
乗換サポート

※他事業者の光（FTTH）・ADSLインターネットサービスまたは、高速モバイル通信インターネットサービスをご利用中、かつ
乗換時に違約金が発生する方が、新規・サービス追加で対象プランへ加入されると、乗換時の違約金相当額最大30,000円
キャッシュバック。 　【あんしん乗換キャッシュバック】〈対象者〉対象プランにお申し込みいただき、お申込翌月末までに設置工
事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完了月の条件が異なる場合あり）。　※過去1年間にキャッシュバッ
クが適用されたお客さまは適用対象外。 　〈ご注意〉※一部支払方法を除き、設置工事完了月から4カ月後の月末までに違約
金支払証明書をご提出いただき、「重要事項説明書」記載内容にご同意いただく必要あり。　※その他割引など、一部施策と
は併用できない場合あり。詳しくはJ:COMまで。 　〈キャッシュバック〉※設置工事完了月から6カ月後の月末までに、ご登録
口座へお振り込み。

※他事業者の光（FTTH）・ADSLインターネットサービスまたは、高速モバイル通信インターネットサービスをご利用中の方が、
新規・サービス追加で対象プランへ加入されると、5,000円キャッシュバック。 　【乗換サポートキャッシュバック】〈対象者〉
対象プランにお申し込みいただき、お申込翌月末までに設置工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完
了月の条件が異なる場合あり）。　※過去1年間にキャッシュバックが適用されたお客さまは適用対象外。 　〈ご注意〉※一部
支払方法を除き、設置工事完了月から4カ月後の月末までに他事業者のインターネットサービスご利用証明書（申込書、請
求書など）または、違約金支払証明書をご提出いただき、「重要事項説明書」記載内容にご同意いただく必要あり。　※そ
の他割引など、一部施策とは併用できない場合あり。詳しくはJ:COMまで。　〈キャッシュバック〉※設置工事完了月から6
カ月後の月末までに、ご登録口座へお振り込み。
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バック

画像・イラストはすべてイメージ。
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★１ 「お得プランミニ／お得セレクト＋PHONEコース」に4K J:COM Box月額利用料金398円（税込）を含んだ金額。　★２ 「4K J:COM Box」でのみの提供。　＊1 地デジ・BSデジタル放送を含む。４K放送は、一部チャンネル・
作品で視聴可能。　＊２ 利用環境・利用機器により通信速度の変動あり。　＊3 別途ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および通話料が必要。　＊4 A～Gのパックをお申し込みいただいた場合。「H:動画配信（メガ
パック）」をお申し込みの場合は36ch以上。　※利用料金に、NHK受信料は含まれない。　※機器(ポッド)の月額利用料金220円(税込)を含む。　【J:COMスタート割】〈対象者〉対象プランにお申し込みいただき、お申込翌月末ま
でに設置工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完了月の条件が異なる場合あり）。　※過去６カ月以内にJ:COMサービスを解約されたお客さまは適用対象外。　〈適用〉※新規またはサービス追加で対象プ
ランに加入されると、設置工事完了翌月より月額利用料金を割引。ご加入月は日割り計算。　※適用は1契約ごとに各サービス1契約のみ。　〈ご注意〉※割引期間終了後は、通常料金にて自動継続。　※割引期間中にサービス変更・
解約された場合、割引は終了。　※その他割引など、一部施策とは併用できない場合あり。詳しくはJ:COMまで。　【J:COMスタート割（スマートお得プランミニ）】〈対象者〉新規またはJ:COM TVをサービス追加で対象プランに
お申し込みいただき、お申込翌月末までに設置工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完了月の条件が異なる場合あり）。　※過去６カ月以内にJ:COMサービスを解約されたお客さまは適用対象外。　〈適用〉
※設置工事完了翌月より月額利用料金を割引。ご加入月は日割り計算。　※適用は1契約ごとに各サービス1契約のみ。　〈ご注意〉※割引期間終了後は、通常料金にて自動継続。　※割引期間中にサービス変更された場合、割引は終
了。　【スマートもっとお得プランご契約条件】①3年間（集合住宅は2年間）の長期契約（自動更新）。　②前記条件を満たさなくなった場合には、4,000円（4,400円（税込））の契約解除料金が必要。　③1契約ごとに各サービス1契約
のみ。 【スマートお得プランミニ／お得プランミニご契約条件】①2年間（集合住宅は1年間）の長期契約（自動更新）。　②前記条件を満たさなくなった場合には、1,000円（1,100円（税込））の契約解除料金が必要。　③1契約ごとに
各サービス1契約のみ。　【スマートお得セレクト／お得セレクトご契約条件】①2年間（集合住宅は1年間）の長期契約（自動更新）。　②前記条件を満たさなくなった場合には、TVとNETの2サービスをご契約の方は4,000円（4,400
円（税込））／TVとPHONEの2サービスをご契約の方は1,000円（1,100円（税込））の契約解除料金が必要。　③1契約ごとに各サービス1契約のみ。　【スマートお得NETご契約条件】①2年間（集合住宅は1年間）の長期契約（自動
更新）。　②前記条件を満たさなくなった場合には、3,500円（3,850円（税込））の契約解除料金が必要。　③1契約ごとにNET1回線のみ。　【Netflixまたはディズニープラス利用料金】※「J:COM TV フレックス with Netflix/with 
Disney+」の月額利用料金には、Netflixベーシックプランまたはディズニープラスの料金を含む。　※「Netflix」の別プランへご加入を希望される場合、別途差額が必要。　※「ディズニープラス6カ月無料」は適用対象外。　【各プラ
ン】※J:COM PHONEの事務用回線は、適用対象外。　※2022年6月30日までにJ:COMサービスに加入された方は契約解除料金が異なる場合あり。　【J:COMまとめ請求 for Netflix／J:COMまとめ請求 for Disney+／まと
め請求（DAZN）】※「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」は、Netflix株式会社（以下、Netflix社）の提供サービス「Netflix」／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（以下、
ディズニー社）の提供サービス「ディズニープラス」／DAZN Limited（以下、DAZN社）の提供サービス「DAZN」の各ご利用料金を、J:COMサービスご利用料金と合算してお支払いいただけるサービス。　※「まとめ請求（DAZN）」
をご利用の場合、無料期間中の「DAZN」解約不可。解約の場合、無料期間終了～解約時点までのご利用料金（消費税相当額含む）のお支払いが必要。　※「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「ま
とめ請求（DAZN）」のご利用には、J:COMパーソナルIDの作成および通信環境（Wi-Fi・LTEなど）が必要。また、J:COM指定の方法による「Netflix」／「DAZN」利用登録完了、「ディズニープラス」のサブスクリプションを開始する
ことが必要。「Netflix」／「DAZN」はJ:COM指定の方法による利用登録でない場合、J:COM経由でのお支払いとならず、Netflix社／DAZN社から直接請求。「ディズニープラス」はJ:COM指定の方法によらずサブスクリプショ
ンを開始した場合J:COM経由でのお支払いとならない。　※「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」のご利用は、1世帯につき1契約・1アカウントまで。　※J:COMサービ
スを解約した場合、「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」も同時解約。引き続きご利用になる場合、「Netflix」はNetflix社、「ディズニープラス」はディズニー社、「DAZN」
はDAZN社に、別途ご連絡が必要。　※「Netflix」／「ディズニープラス」／「DAZN」の月額利用料金は日割り計算無し。　※未成年の方の「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「まとめ請求（DAZN）」お申し込みには、親権者の同意
が必要。「Netflix」ご利用につきましては「Netflix」、「ディズニープラス」ご利用につきましては「ディズニープラス」、「DAZN」ご利用につきましては「DAZN」の利用規約がそれぞれ適用。　※「Netflix」／「ディズニープラス」／

「DAZN」に関して発生したトラブルについては、J:COMは一切の責任を負わない。　※詳細は、弊社ホームページ内の「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」利用規約まで。　
【「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」に関する特定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて:1.「 J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for 
Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」ご契約時にお渡しする「特定商取引法に基づく表示」全文書面の受領日から8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、「J:COMまとめ請求 for Netflix」／

「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」の契約を解除可能。ただし、J:COM 大分提供サービスの新規お申し込みと同時に「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求
（DAZN）」をお申し込みの場合、別途弊社が交付する「ご契約内容のご案内（契約締結後書面）」の受領日から起算して8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、「J:COMまとめ請求 for Netflix」
／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」の契約を解除可能。 2.既に「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」がお客さまへ提供開始されている場合、

「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」終了に要する費用は弊社負担。　●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別
途送付｡ 　【税込金額】※消費税計算をサービスごとに行うため、税込合計額に1円の誤差が発生する場合あり。

充実のオプション

料金はこちら 料金はこちら

□ 　　　　録画用ハードディスク（J:COM LINK専用）
  月額800円（税込880円）
  ※ご契約プランによっては、1,320 円（税込）でご提供する場合あり。

□ 　　　　あんしんリモートサポート 
 月額500円（税込550円）／世帯

□ 　　　　メッシュWi-Fi追加ポッド
 月額500円（税込550円）／台

□ 　　　　迷惑電話自動ブロック
 月額300円（税込330円）／回線

料金はこちら

各社のお支払いはJ:COMに一本化できます。

© 2023 Disney

☆1 あんしん乗換キャッシュバック上限金額が記載されているプランは乗換サポートキャッシュバック（5,000円）も対象。
☆2 J:COM PHONE/メガパックのみ解約の場合、契約解除料金は不要。
※「J:COM TV セレクト」はA～Hのパックから、いずれか一つのみ選択可。TV単体のご契約不可。「H:動画配信（メガパック）」をお申し込みの場合、月額利用料金に追
加で220円（税込）が必要。 ※「J:COM TV フレックス」はA（スポーツ・総合エンタメ・音楽）・B（映画・ドラマ・アニメ・ドキュメンタリー）どちらか一つのみ選択可。

プラン名

  テレビ

（　　　　　×　　台）

チャンネル数� ch 以
＊1
上

金額� 円
（税込）

 ネット＊2

速度

金額� 円
（税込）

割引
有 　/　  無

� 円
（税込）

通常月額利用料金　  　　
合計

� 円
（税込）

【　　カ月間】
割引適用で

合計
� 円

（税込）

  固定電話＊3

□ J:COM PHONE プラス
or

□ メガパック

●＋ ●＋ ●＋
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利用証明書提出で
一律5,000円キャッシュバック！

他社違約金支払証明書提出で
最大25,000円キャッシュバック！

他社からのインターネット乗り換えで解約違約金が発生しても他社インターネットプロバイダーの

J :COM NET キャッシュバック

乗換サポートキャッシュ
バック

画像・イラストはすべてイメージ。

あんしん乗換キャッシュ
バック

そ
の
他

テ
レ
ビ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

料
金
一
覧

※他事業者の光（FTTH）・ADSLインターネットサービスまたは、高速モバイル通信インターネットサービスをご利用中、かつ
乗換時に違約金が発生する方が、新規・サービス追加で対象プランへ加入されると、乗換時の違約金相当額最大25,000円
キャッシュバック。　 【あんしん乗換キャッシュバック】〈対象者〉対象プランにお申し込みいただき、お申込翌月末までに設置
工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完了月の条件が異なる場合あり）。　※過去1年間にキャッシュバッ
クが適用されたお客さまは適用対象外。　 〈ご注意〉※一部支払方法を除き、設置工事完了月から4カ月後の月末までに違約
金支払証明書をご提出いただき、「重要事項説明書」記載内容にご同意いただく必要あり。　※その他割引など、一部施策と
は併用できない場合あり。詳しくはJ:COMまで。 　〈キャッシュバック〉※設置工事完了月から6カ月後の月末までに、ご登録
口座へお振り込み。

※他事業者の光（FTTH）・ADSLインターネットサービスまたは、高速モバイル通信インターネットサービスをご利用中の方が、
新規・サービス追加で対象プランへ加入されると、5,000円キャッシュバック。 　【乗換サポートキャッシュバック】〈対象者〉
対象プランにお申し込みいただき、お申込翌月末までに設置工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完
了月の条件が異なる場合あり）。　※過去1年間にキャッシュバックが適用されたお客さまは適用対象外。　 〈ご注意〉※一
部支払方法を除き、設置工事完了月から4カ月後の月末までに他事業者のインターネットサービスご利用証明書（申込書、
請求書など）または、違約金支払証明書をご提出いただき、「重要事項説明書」記載内容にご同意いただく必要あり。　※そ
の他割引など、一部施策とは併用できない場合あり。詳しくはJ:COMまで。　〈キャッシュバック〉※設置工事完了月から6
カ月後の月末までに、ご登録口座へお振り込み。

固
定
電
話

ス
マ
ホ

料金一覧 集合住宅
※下記以外の料金プランもご用意しております。詳しくは弊社ホームページ

（wwwjcom.oct-net.ne.jp）をご確認ください。

J:COMスタート割 割引額 あんしん乗換
キャッシュ

バック
上限金額☆1

J:COM
LINK
対応テレビ ネット

固定電話
or

メガパック
通常月額
利用料金

新規・
サービス
追加時

切替時 適用
期間

□ スマートもっとお得プラン10G
スタンダード
93ch以上＊1

or

A or B 64ch 以上＊1

with Netflix
with Disney+

＋

フレックス

光 10G＊2

   電話☆2＊3

or
メガ

  パック☆2

10,280円
（税込11,308円）

2,280円
（税込2,508円）

1,780円
（税込1,958円）

24カ月

25,000円 〇

□ スマートもっとお得プラン5G 光 5G＊2 9,500円
（税込10,450円）

2,000円
（税込2,200円）

1,500円
（税込1,650円） 25,000円 〇

□ スマートもっとお得プラン1G 光 1G＊2 9,000円
（税込9,900円）

2,000円
（税込2,200円）

1,500円
（税込1,650円） 25,000円 〇

□ スマートもっとお得プラン320 光 320M＊2 8,500円
（税込9,350円）

1,500円
（税込1,650円）

1,000円
（税込1,100円） 25,000円 〇

□ スマートお得プランミニ★１★２ スタンダード
93ch以上＊1 ー

電話＊3

5,342円
（税込5,876円）

1,000円
（税込1,100円） ー

12カ月

ー ー

□ お得プランミニ スタンダード
79ch以上＊1 ー 4,980円

（税込5,478円）
1,000円

（税込1,100円） ー ー ー

□ スマートお得セレクト NET10Gコース
+PHONE

セレクト
８つの選べる

パック
41ch以上＊1＊4

光 10G＊2

 電話☆2＊3

8,880円
（税込9,768円）

1,280円
（税込1,408円） ー 15,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET5Gコース
+PHONE 光 5G＊2 8,100円

（税込8,910円）
1,000円

（税込1,100円） ー 15,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET1Gコース
+PHONE 光 1G＊2 7,600円

（税込8,360円）
1,000円

（税込1,100円） ー 15,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET320Mコース
+PHONE 光 320M＊2 7,100円

（税込7,810円）
500円

（税込550円） ー 15,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET10Gコース 光 10G＊2

ー

7,737円
（税込8,510円）

1,280円
（税込1,408円） ー 15,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET5Gコース 光 5G＊2 6,957円
（税込7,652円）

1,000円
（税込1,100円） ー 15,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET1Gコース 光 1G＊2 6,457円
（税込7,102円）

1,000円
（税込1,100円） ー 15,000円 〇

□ スマートお得セレクト NET320Mコース 光 320M＊2 5,957円
（税込6,552円）

500円
（税込550円） ー 15,000円 〇

□ ★１★２
スマートお得セレクト＋PHONEコース ー

電話＊3

3,200円
（税込3,520円） ー ー ー ー ー

□ お得セレクト＋PHONEコース セレクト
33ch以上＊1 ー 2,838円

（税込3,121円） ー ー ー ー ー

J:COMスタート割 割引額
あんしん乗換

キャッシュバック
上限金額☆1ネット

固定電話
or

メガパック
通常月額
利用料金

新規・
サービス
追加時

切替時 適用
期間

□ スマートお得NET 光 10G 光 10G＊2 ー 6,060円
（税込6,666円）

1,280円
（税込1,408円）

780円
（税込858円）

12カ月

10,000円

□ スマートお得NET 光 5G 光 5G＊2 ー 5,280円
（税込5,808円）

1,000円
（税込1,100円）

500円
（税込550円） 10,000円

□ スマートお得NET 光 1G 光 1G＊2 ー 4,780円
（税込5,258円）

1,000円
（税込1,100円）

500円
（税込550円） 10,000円

□ スマートお得NET 光 1G＋PHONE 光 1G＊2 電話☆2＊3 5,880円
（税込6,468円）

1,000円
（税込1,100円）

500円
（税込550円） 10,000円

□ スマートお得NET 光 1G
+メガパック(J:COM LINK mini) 光 1G＊2 メガパック☆2 

（J:COM LINK mini）
5,580円

（税込6,138円）
1,000円

（税込1,100円）
500円

（税込550円） 10,000円

 …Wi-Fi 0円

オス
スメ

オス
スメ

 の箇所は2年間(集合住宅は1年間)(「スマートもっとお得プラン」は3年間(集合住宅は2年間))の長期契約が条件。
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利用証明書提出で
一律5,000円キャッシュバック！

他社違約金支払証明書提出で
最大25,000円キャッシュバック！

他社からのインターネット乗り換えで解約違約金が発生しても他社インターネットプロバイダーの

J :COM NET キャッシュバック

乗換サポートキャッシュ
バック

画像・イラストはすべてイメージ。

あんしん乗換キャッシュ
バック

そ
の
他

テ
レ
ビ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

料
金
一
覧

※他事業者の光（FTTH）・ADSLインターネットサービスまたは、高速モバイル通信インターネットサービスをご利用中、かつ
乗換時に違約金が発生する方が、新規・サービス追加で対象プランへ加入されると、乗換時の違約金相当額最大25,000円
キャッシュバック。　 【あんしん乗換キャッシュバック】〈対象者〉対象プランにお申し込みいただき、お申込翌月末までに設置
工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完了月の条件が異なる場合あり）。　※過去1年間にキャッシュバッ
クが適用されたお客さまは適用対象外。　 〈ご注意〉※一部支払方法を除き、設置工事完了月から4カ月後の月末までに違約
金支払証明書をご提出いただき、「重要事項説明書」記載内容にご同意いただく必要あり。　※その他割引など、一部施策と
は併用できない場合あり。詳しくはJ:COMまで。 　〈キャッシュバック〉※設置工事完了月から6カ月後の月末までに、ご登録
口座へお振り込み。

※他事業者の光（FTTH）・ADSLインターネットサービスまたは、高速モバイル通信インターネットサービスをご利用中の方が、
新規・サービス追加で対象プランへ加入されると、5,000円キャッシュバック。 　【乗換サポートキャッシュバック】〈対象者〉
対象プランにお申し込みいただき、お申込翌月末までに設置工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完
了月の条件が異なる場合あり）。　※過去1年間にキャッシュバックが適用されたお客さまは適用対象外。　 〈ご注意〉※一
部支払方法を除き、設置工事完了月から4カ月後の月末までに他事業者のインターネットサービスご利用証明書（申込書、
請求書など）または、違約金支払証明書をご提出いただき、「重要事項説明書」記載内容にご同意いただく必要あり。　※そ
の他割引など、一部施策とは併用できない場合あり。詳しくはJ:COMまで。　〈キャッシュバック〉※設置工事完了月から6
カ月後の月末までに、ご登録口座へお振り込み。

固
定
電
話

ス
マ
ホ

充実のオプション

料金はこちら 料金はこちら

□ 　　　　録画用ハードディスク（J:COM LINK専用）
  月額800円（税込880円）
  ※ご契約プランによっては、1,320 円（税込）でご提供する場合あり。

□ 　　　　あんしんリモートサポート 
 月額500円（税込550円）／世帯

□ 　　　　メッシュWi-Fi追加ポッド
 月額500円（税込550円）／台

□ 　　　　迷惑電話自動ブロック
 月額300円（税込330円）／回線

料金はこちら

各社のお支払いはJ:COMに一本化できます。

© 2023 Disney

☆1 あんしん乗換キャッシュバック上限金額が記載されているプランは乗換サポートキャッシュバック（5,000円）も対象。
☆2 J:COM PHONE/メガパックのみ解約の場合、契約解除料金は不要。
※「J:COM TV セレクト」はA～Hのパックから、いずれか一つのみ選択可。TV単体のご契約不可。「H:動画配信（メガパック）」をお申し込みの場合、月額利用料金に追
加で220円（税込）が必要。 ※「J:COM TV フレックス」はA（スポーツ・総合エンタメ・音楽）・B（映画・ドラマ・アニメ・ドキュメンタリー）どちらか一つのみ選択可。

プラン名

  テレビ

（　　　　　×　　台）

チャンネル数� ch 以
＊1
上

金額� 円
（税込）

 ネット＊2

速度

金額� 円
（税込）

割引
有 　/　  無

� 円
（税込）

通常月額利用料金　  　　
合計

� 円
（税込）

【　　カ月間】
割引適用で

合計
� 円

（税込）

  固定電話＊3

□ J:COM PHONE プラス
or

□ メガパック

●＋ ●＋ ●＋

★１ 「お得プランミニ／お得セレクト＋PHONEコース」に4K J:COM Box月額利用料金398円（税込）を含んだ金額。　★２ 「4K J:COM Box」でのみの提供。　＊1 地デジ・BSデジタル放送を含む。４K放送は、一部チャンネル・
作品で視聴可能。　＊２ 利用環境・利用機器により通信速度の変動あり。　＊3 別途ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および通話料が必要。　＊4 A～Gのパックをお申し込みいただいた場合。「H:動画配信（メガ
パック）」をお申し込みの場合は36ch以上。　※利用料金に、NHK受信料は含まれない。　※機器(ポッド)の月額利用料金220円(税込)を含む。　【J:COMスタート割】〈対象者〉対象プランにお申し込みいただき、お申込翌月末ま
でに設置工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完了月の条件が異なる場合あり）。　※過去６カ月以内にJ:COMサービスを解約されたお客さまは適用対象外。　〈適用〉※新規またはサービス追加で対象プ
ランに加入されると、設置工事完了翌月より月額利用料金を割引。ご加入月は日割り計算。　※適用は1契約ごとに各サービス1契約のみ。　〈ご注意〉※割引期間終了後は、通常料金にて自動継続。　※割引期間中にサービス変更・
解約された場合、割引は終了。　※その他割引など、一部施策とは併用できない場合あり。詳しくはJ:COMまで。　【J:COMスタート割（スマートお得プランミニ）】〈対象者〉新規またはJ:COM TVをサービス追加で対象プランに
お申し込みいただき、お申込翌月末までに設置工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完了月の条件が異なる場合あり）。　※過去６カ月以内にJ:COMサービスを解約されたお客さまは適用対象外。　〈適用〉
※設置工事完了翌月より月額利用料金を割引。ご加入月は日割り計算。　※適用は1契約ごとに各サービス1契約のみ。　〈ご注意〉※割引期間終了後は、通常料金にて自動継続。　※割引期間中にサービス変更された場合、割引は終
了。　【スマートもっとお得プランご契約条件】①3年間（集合住宅は2年間）の長期契約（自動更新）。　②前記条件を満たさなくなった場合には、4,000円（4,400円（税込））の契約解除料金が必要。　③1契約ごとに各サービス1契約
のみ。 【スマートお得プランミニ／お得プランミニご契約条件】①2年間（集合住宅は1年間）の長期契約（自動更新）。　②前記条件を満たさなくなった場合には、1,000円（1,100円（税込））の契約解除料金が必要。　③1契約ごとに
各サービス1契約のみ。　【スマートお得セレクト／お得セレクトご契約条件】①2年間（集合住宅は1年間）の長期契約（自動更新）。　②前記条件を満たさなくなった場合には、TVとNETの2サービスをご契約の方は4,000円（4,400
円（税込））／TVとPHONEの2サービスをご契約の方は1,000円（1,100円（税込））の契約解除料金が必要。　③1契約ごとに各サービス1契約のみ。　【スマートお得NETご契約条件】①2年間（集合住宅は1年間）の長期契約（自動
更新）。　②前記条件を満たさなくなった場合には、3,500円（3,850円（税込））の契約解除料金が必要。　③1契約ごとにNET1回線のみ。　【Netflixまたはディズニープラス利用料金】※「J:COM TV フレックス with Netflix/with 
Disney+」の月額利用料金には、Netflixベーシックプランまたはディズニープラスの料金を含む。　※「Netflix」の別プランへご加入を希望される場合、別途差額が必要。　※「ディズニープラス6カ月無料」は適用対象外。　【各プラ
ン】※J:COM PHONEの事務用回線は、適用対象外。　※2022年6月30日までにJ:COMサービスに加入された方は契約解除料金が異なる場合あり。　【J:COMまとめ請求 for Netflix／J:COMまとめ請求 for Disney+／まと
め請求（DAZN）】※「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」は、Netflix株式会社（以下、Netflix社）の提供サービス「Netflix」／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（以下、
ディズニー社）の提供サービス「ディズニープラス」／DAZN Limited（以下、DAZN社）の提供サービス「DAZN」の各ご利用料金を、J:COMサービスご利用料金と合算してお支払いいただけるサービス。　※「まとめ請求（DAZN）」
をご利用の場合、無料期間中の「DAZN」解約不可。解約の場合、無料期間終了～解約時点までのご利用料金（消費税相当額含む）のお支払いが必要。　※「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「ま
とめ請求（DAZN）」のご利用には、J:COMパーソナルIDの作成および通信環境（Wi-Fi・LTEなど）が必要。また、J:COM指定の方法による「Netflix」／「DAZN」利用登録完了、「ディズニープラス」のサブスクリプションを開始する
ことが必要。「Netflix」／「DAZN」はJ:COM指定の方法による利用登録でない場合、J:COM経由でのお支払いとならず、Netflix社／DAZN社から直接請求。「ディズニープラス」はJ:COM指定の方法によらずサブスクリプショ
ンを開始した場合J:COM経由でのお支払いとならない。　※「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」のご利用は、1世帯につき1契約・1アカウントまで。　※J:COMサービ
スを解約した場合、「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」も同時解約。引き続きご利用になる場合、「Netflix」はNetflix社、「ディズニープラス」はディズニー社、「DAZN」
はDAZN社に、別途ご連絡が必要。　※「Netflix」／「ディズニープラス」／「DAZN」の月額利用料金は日割り計算無し。　※未成年の方の「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「まとめ請求（DAZN）」お申し込みには、親権者の同意
が必要。「Netflix」ご利用につきましては「Netflix」、「ディズニープラス」ご利用につきましては「ディズニープラス」、「DAZN」ご利用につきましては「DAZN」の利用規約がそれぞれ適用。　※「Netflix」／「ディズニープラス」／

「DAZN」に関して発生したトラブルについては、J:COMは一切の責任を負わない。　※詳細は、弊社ホームページ内の「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」利用規約まで。　
【「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」に関する特定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて:1.「 J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for 
Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」ご契約時にお渡しする「特定商取引法に基づく表示」全文書面の受領日から8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、「J:COMまとめ請求 for Netflix」／

「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」の契約を解除可能。ただし、J:COM 大分提供サービスの新規お申し込みと同時に「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求
（DAZN）」をお申し込みの場合、別途弊社が交付する「ご契約内容のご案内（契約締結後書面）」の受領日から起算して8日を経過する日までに弊社に書面または電磁的記録でお申し出いただければ、「J:COMまとめ請求 for Netflix」
／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」の契約を解除可能。 2.既に「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」がお客さまへ提供開始されている場合、

「J:COMまとめ請求 for Netflix」／「J:COMまとめ請求 for Disney+」／「まとめ請求（DAZN）」終了に要する費用は弊社負担。　●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別
途送付。 　【税込金額】※消費税計算をサービスごとに行うため、税込合計額に1円の誤差が発生する場合あり。
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097-542-1121
【ご注意】※2023年7月末までに工事完了の方が対象。　※J:COM 大分提供サービスのご加入には、各自治体により
提供される基本サービスへのご加入が必要となる場合あり。この場合、当該サービス各月額利用料金には、自治体提供
の基本サービス月額料金は含まない。　※国東市にお住まいの方は、TVサービスの利用料金の中に国東市基本プラン
770円（税込）を含む。　※割引適用を除き、各サービスのご利用・解約、サービス変更には工事費／手数料／初期費
用および月額利用料金などが必要。　※2023年1月末現在（一部除く）。　※割引およびキャッシュバック／特典内容・
期間は予告なく変更となる場合あり。　※「J:COM MOBILE」を除くJ:COMサービスは大分市／由布市／津久見市の各エリアの一部（集合住宅は光導入済み物件のみ）、豊後大野市、九重町、国東市、竹田市、
臼杵市で提供。なお住所や建物によっては利用いただけない場合や、割引およびキャッシュバック／特典の適用条件・期間などが異なる場合あり。　※会社名・製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標。
一部申請中のものを含む。　※画像・画面・イラストはすべてイメージ。

お問い合わせ・お申し込み

2023.02.209306

〒870-1193 
大分市松が丘三丁目1-12
jcom 大分

AM9：00～PM5：00
（年中無休）

大分ケーブルテレコム株式会社

※発信者番号を非通知に設定されている場合は、097の前に「186」を付けてお電話ください。

お問い合わせコード B230106 

総額 円
（税込）

J：COM月額利用料金より1,100円（税込）×5カ月割引

あなたとお友達それぞれ

割引
お友達紹介特典とは？

特 典

＊1 一部チャンネルはオプションチャンネル（有料）。　＊2 利用環境・利用機器により通信速度の変動あり。　【お友達紹介特典】〈対象サービス〉J:COM TV、J:COM NET、
J:COM PHONE、J:COM MOBILE（10GB/20GB。1GB/5GBは対象外）。　〈対象者〉対象サービスをご紹介経由でお申し込みの上、1カ月以内に設置工事完了または端末受取
/回線開通/MNP回線切替完了いただいたお客さまとそのご紹介者さま。　※紹介いただくお客さまは、対象サービスいずれかの未加入サービスに新規で加入される方が対象。　〈適
用〉※割引特典の開始は、紹介いただいたお客さまは設置工事または端末受取 /回線開通 /MNP回線切替完了翌月、紹介者さまはご紹介いただいたお客さまの設置工事または端末
受取 /回線開通 /MNP回線切替完了翌々月。　※割引期間終了後は、通常月額利用料金にて自動継続｡　※ご紹介者さまの割引は1回につき、総額5,500円（税込）。　 ※同時期
に2人以上ご紹介の場合も割引は総額5,500円（税込）。割引適用期間中の追加適用、連続しての適用不可。 　〈ご注意〉※ご自身や、ご紹介者さまと同一住所にお住まいの方の紹
介不可。 　※各サービスのオプション追加・サービス変更は対象外。　※J:COM 関係者・J:COMサービス未加入者さまからのご紹介は対
象外。　※契約形態・内容により、一部適用できない場合あり。 お申し込みはこちら

Web（ページ右下の2次元コード）
よりお友達をご紹介ください。
※お電話でのご紹介は承っておりません。

担当者がお友達に
お電話、またはご訪問にて
サービスをご説明

お友達がJ:COM
サービスにご加入
※住所や建物によっては
　利用いただけない場合あり。


