
ａｕスマートバリュースタートサポート対象メニュー

NETコース名 TVコース名 TELコース名 その他付加サービス名（１） その他付加サービス名（２） 備考
北海道 旭川ケーブルテレビ株式会社 2016年9月 光ハイブリッド120コース ケーブルプラス電話

光100コース ケーブルプラス電話
株式会社帯広シティケーブル 2016年9月 ひかりネットミディアム ケーブルプラス電話

ひかりネットハイパー ケーブルプラス電話
ひかりネットミディアム ひかりテレビ ケーブルプラス電話
ひかりネットミディアム ひかりテレビバリュー ケーブルプラス電話
ひかりネットハイパー ひかりテレビ ケーブルプラス電話
ひかりネットハイパー ひかりテレビバリュー ケーブルプラス電話
ひかりネットミディアム ひかりテレビ
ひかりネットミディアム ひかりテレビバリュー
ひかりネットハイパー ひかりテレビ
ひかりネットハイパー ひかりテレビバリュー

株式会社ニューメディア　函館センター 2016年9月 5Mコース ケーブルプラス電話
5Mコース ケーブルプラス電話 あんしん得割
光インターネット1G ケーブルプラス電話
光インターネット1G ケーブルプラス電話 あんしん得割
光インターネット1G ケーブルプラス電話 ニコニコケーブルテレビ
光インターネット1G ケーブルプラス電話 あんしん得割 ニコニコケーブルテレビ
光インターネット20M ケーブルプラス電話 ニコニコケーブルテレビ
光インターネット20M ケーブルプラス電話 あんしん得割 ニコニコケーブルテレビ
5Mコース S+
5Mコース S+ あんしん得割
光インターネット1G S+
光インターネット1G S+ あんしん得割
光インターネット1G S+ ニコニコケーブルテレビ
光インターネット1G S+ あんしん得割 ニコニコケーブルテレビ
光インターネット20M S+ ニコニコケーブルテレビ
光インターネット20M S+ あんしん得割 ニコニコケーブルテレビ

ニューデジタルケーブル株式会社（苫小牧ケーブルテレビ） 2016年9月 とまこまい光スーパープラン ベーシック・プラス ケーブルプラス電話
とまこまい光スーパープラン ライトコース ケーブルプラス電話
とまこまい光スーパープラン ケーブルプラス電話
とまこまい光スーパープラン ベーシック・プラス
とまこまい光スーパープラン ライトコース
とまこまい光スーパープラン ダブル割ライトコース
とまこまいダブル割光スーパープラン ケーブルプラス電話

東北 株式会社八戸テレビ放送 2016年9月 3Mコース ケーブルプラス電話 ダブル割 発信番号表示、割込通話
15Mコース ケーブルプラス電話 ダブル割 発信番号表示、割込通話
50Mコース ケーブルプラス電話 ダブル割 発信番号表示、割込通話

株式会社　秋田ケーブルテレビ 2016年9月 CNAスマートテレビ スタンダード ケーブルプラス電話
CNAスマートテレビ マックス ケーブルプラス電話
ハイパープレミア300M デジタルスタンダード ケーブルプラス電話
ハイパープレミア300M デジタルスタンダードHD ケーブルプラス電話
ハイパープレミア300M デジタルマックス ケーブルプラス電話
ハイパープレミア300M デジタルマックスHD ケーブルプラス電話
ハイパープレミア300M ケーブルプラス電話 みるプラス 見放題パック プライム CNA安心サポート
ひかり100M ひかりスタンダード ケーブルプラス電話 CNAスマートテレビ
ひかり100M ひかりスタンダード ケーブルプラス電話 HDT620PW
ひかり100M ひかりスタンダード ケーブルプラス電話
ひかり100M ひかりマックス ケーブルプラス電話 CNAスマートテレビ
ひかり100M ひかりマックス ケーブルプラス電話 HDT620PW
ひかり100M ひかりマックス ケーブルプラス電話
ひかり100M ケーブルプラス電話 みるプラス 見放題パック プライム CNA安心サポート
ひかり1G ひかりスタンダード ケーブルプラス電話 CNAスマートテレビ
ひかり1G ひかりスタンダード ケーブルプラス電話 HDT620PW
ひかり1G ひかりスタンダード ケーブルプラス電話
ひかり1G ひかりマックス ケーブルプラス電話 CNAスマートテレビ
ひかり1G ひかりマックス ケーブルプラス電話 HDT620PW
ひかり1G ひかりマックス ケーブルプラス電話
ひかり1G ケーブルプラス電話 みるプラス 見放題パック プライム CNA安心サポート

株式会社一関ケーブルネットワーク 2016年9月 エースコース ケーブルプラス電話
メジャーコース ケーブルプラス電話

ニューデジタルケーブル株式会社（花巻ケーブルテレビ） 2016年9月 38Ｍプラン ケーブルプラス電話
38Ｍプラン ライトコース
38Ｍプラン ベーシックプラスコース

ニューデジタルケーブル株式会社(大館ケーブルテレビ) 2016年9月 おおだて光スーパープラン ベーシック・プラスコース ケーブルプラス電話
おおだて光スーパープラン ベーシックコース ケーブルプラス電話
おおだて光スーパープラン ライトコース ケーブルプラス電話
おおだて光スーパープラン ベーシック・プラスコース
おおだて光スーパープラン ベーシックコース
おおだて光スーパープラン ライトコース
おおだて光スーパープラン ケーブルプラス電話
おおだて光マンションＡプラン ベーシック・プラスコース

株式会社ニューメディア　米沢センター 2016年9月 NCVヒカリ1G シンプルコース ケーブルプラス電話 2年割
NCVヒカリ1G ニコテレB ケーブルプラス電話 2年割
NCVヒカリ1G ニコテレA ケーブルプラス電話 2年割
NCVスマートテレビ ニコテレB ケーブルプラス電話 2年割
NCVスマートテレビ ニコテレA ケーブルプラス電話 2年割

株式会社ニューメディア　福島 2016年9月 NCVヒカリスマート1G ケーブルプラス電話 2年割
NCVヒカリスマート200M ケーブルプラス電話 2年割
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関東 株式会社ニューメディア　新潟センター 2016年9月 スマートTVコース ケーブルプラス電話 かっとび2年割 HFC
スマートTVコース かっとび2年割 ニコニコAコース HFC
NCV NET 160Mコース ニコニコケーブルテレビ　Aコース ケーブルプラス電話 かっとび2年割 HFC
NCV NET 160Mコース ニコニコケーブルテレビ　Bコース ケーブルプラス電話 かっとび2年割 HFC
NCV NET 160Mコース ニコニコケーブルテレビ　Aコース かっとび2年割 HFC
NCV NET 160Mコース テレビデジタルミニ ケーブルプラス電話 かっとび2年割 HFC
NCV NET 20Mコース ニコニコケーブルテレビ　Aコース ケーブルプラス電話 かっとび2年割 HFC
NCV NET 20Mコース ニコニコケーブルテレビ　Bコース ケーブルプラス電話 かっとび2年割 HFC
NCV NET 20Mコース ニコニコケーブルテレビ　Aコース かっとび2年割 HFC
NCV NET 20Mコース テレビデジタルミニ ケーブルプラス電話 かっとび2年割 HFC
スマートTVコース ケーブルプラス電話 かっとび2年割 FTTH
スマートTVコース かっとび2年割 ニコニコAコース FTTH
NCV NET 1Gコース ニコニコケーブルテレビ　Aコース ケーブルプラス電話 かっとび2年割 FTTH
NCV NET 1Gコース ニコニコケーブルテレビ　Bコース ケーブルプラス電話 かっとび2年割 FTTH
NCV NET 1Gコース ニコニコケーブルテレビ　Aコース かっとび2年割 FTTH
NCV NET 1Gコース 地デジ・BSコース ケーブルプラス電話 かっとび2年割 FTTH
NCV NET 1Gコース かっとび2年割 FTTH
NCV NET 300Mコース ニコニコケーブルテレビ　Aコース ケーブルプラス電話 かっとび2年割 FTTH
NCV NET 300Mコース ニコニコケーブルテレビ　Bコース ケーブルプラス電話 かっとび2年割 FTTH
NCV NET 300Mコース ニコニコケーブルテレビ　Aコース かっとび2年割 FTTH
NCV NET 300Mコース 地デジ・BSコース ケーブルプラス電話 かっとび2年割 FTTH
NCV NET 300Mコース かっとび2年割 FTTH

テレビ小山放送株式会社 2016年10月 光100 マックス ケーブルプラス電話
光100 ハッピー ケーブルプラス電話
光100 マックス
光100 ハッピー
光30 マックス ケーブルプラス電話
光30 ハッピー ケーブルプラス電話
光30 マックス
光30 ハッピー
光ハイブリッド160M マックス ケーブルプラス電話
光ハイブリッド160M ハッピー ケーブルプラス電話
光ハイブリッド160M マックス
光ハイブリッド160M ハッピー
光ハイブリッド30M マックス ケーブルプラス電話
光ハイブリッド30M ハッピー ケーブルプラス電話
光ハイブリッド30M マックス
光ハイブリッド30M ハッピー
光ハイブリッド2M マックス ケーブルプラス電話
光ハイブリッド2M ハッピー ケーブルプラス電話
光ハイブリッド2M マックス
光ハイブリッド2M ハッピー

株式会社ＪＷＡＹ 2016年10月 下り160Mbps スマートテレビH（ハイパー）DX ケーブルプラス電話
下り30Mbps スマートテレビS（スタンダード）DX ケーブルプラス電話
下り15Mbps スマートテレビE（エコ）DX ケーブルプラス電話
下り160Mbps スマートテレビH（ハイパー）DX ケーブルプラス電話
下り30Mbps スマートテレビS（スタンダード） ケーブルプラス電話
下り15Mbps スマートテレビE（エコ） ケーブルプラス電話

首都圏 YOUテレビ株式会社 2016年9月 集合160M（2年契約パック） スーパーデラックスＨＤ ケーブルプラス電話 Hit Pot トリプルサービス（テレビサービス+インターネット+固定電話）
集合160M（2年契約パック） スーパーデラックスＨＤ ケーブルプラス電話 BD-Hit Pot トリプルサービス（テレビサービス+インターネット+固定電話）
集合160M（2年契約パック） デラックスＨＤ ケーブルプラス電話 Hit Pot トリプルサービス（テレビサービス+インターネット+固定電話）
集合160M（2年契約パック） デラックスＨＤ ケーブルプラス電話 BD-Hit Pot トリプルサービス（テレビサービス+インターネット+固定電話）
集合160M（2年契約パック） スーパーデラックスＨＤ Hit Pot ダブルサービス（テレビサービス+インターネット）
集合160M（2年契約パック） スーパーデラックスＨＤ BD-Hit Pot ダブルサービス（テレビサービス+インターネット）
集合160M（2年契約パック） デラックスＨＤ Hit Pot ダブルサービス（テレビサービス+インターネット）
集合160M（2年契約パック） デラックスＨＤ BD-Hit Pot ダブルサービス（テレビサービス+インターネット）
ネッチュー160M（無線ＬＡＮ） BDスーパーデラックスHD ケーブルプラス電話 ‐ 戸建お得パック
ネッチュー160M（無線ＬＡＮ） BDデラックスHD ケーブルプラス電話 ‐ 戸建お得パック
ネッチュー160M（無線ＬＡＮ） BDスーパーデラックスHD ケーブルプラス電話 ‐ 集合お得パック
ネッチュー160M（無線ＬＡＮ） BDデラックスHD ケーブルプラス電話 ‐ 集合お得パック
100Mbps スーパーデラックスHD ケーブルプラス電話 ‐ YOUTVスマートBox（戸建）
100Mbps デラックスHD ケーブルプラス電話 ‐ YOUTVスマートBox（戸建）
100Mbps ライト ケーブルプラス電話 ‐ YOUTVスマートBox（戸建）
100Mbps スーパーデラックスHD ‐ YOUTVスマートBox（戸建）
100Mbps デラックスHD ‐ YOUTVスマートBox（戸建）
100Mbps ライト ‐ YOUTVスマートBox（戸建）
100Mbps スーパーデラックスHD ケーブルプラス電話 ‐ ＹＯＵＴＶスマートBox（集合）
100Mbps デラックスHD ケーブルプラス電話 ‐ ＹＯＵＴＶスマートBox（集合）
100Mbps スーパーデラックスHD ‐ ＹＯＵＴＶスマートBox（集合）
100Mbps デラックスHD ‐ ＹＯＵＴＶスマートBox（集合）
ネッチュー160M（無線ＬＡＮ） Hit-PotスーパーデラックスHD ケーブルプラス電話 ‐ 集合スマートお得パック
ネッチュー160M（無線ＬＡＮ） Hit-PotデラックスHD ケーブルプラス電話 ‐ 集合スマートお得パック
ネッチュー160M（無線ＬＡＮ） Hit-PotスーパーデラックスHD ‐ 集合スマートお得パック
ネッチュー160M（無線ＬＡＮ） Hit-PotデラックスHD ‐ 集合スマートお得パック

厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社 2016年9月 ひかりdeネット200Mコース（新規） デジパックミニコース ケーブルプラス電話 お得プラン
ひかりdeネット200Mコース（新規） デジパックベーシックコース ケーブルプラス電話 お得プラン
ひかりdeネット200Mコース（新規） デジパックビックコース ケーブルプラス電話 お得プラン
ひかりdeネット200Mコース（追加） デジパックミニコース ケーブルプラス電話 お得プラン
ひかりdeネット200Mコース（追加） デジパックベーシックコース ケーブルプラス電話 お得プラン
ひかりdeネット200Mコース（追加） デジパックビックコース ケーブルプラス電話 お得プラン
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首都圏 入間ケーブルテレビ株式会社 2016年9月 ２５Ｍコース 地上デジタル放送 ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約

２５Ｍコース Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
２５Ｍコース Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
２５Ｍコース Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
２５Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
２５Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
２５Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
２５Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
２５Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
２５Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
２５Ｍコース デジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
２５Ｍコース デジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
２５Ｍコース デジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
２５Ｍコース デジ録ライト　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
２５Ｍコース デジ録ライト　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
２５Ｍコース デジ録ライト　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース 地上デジタル放送 ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
８０Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
８０Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
８０Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース デジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
８０Ｍコース デジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
８０Ｍコース デジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
８０Ｍコース デジ録ライト　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース デジ録ライト　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース デジ録ライト　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース 地上デジタル放送 ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
１６０Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
１６０Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
１６０Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース デジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
１６０Ｍコース デジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
１６０Ｍコース デジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
１６０Ｍコース デジ録ライト　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース デジ録ライト　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース デジ録ライト　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ 地上デジタル放送 ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ ブルーレイデジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり５０ ブルーレイデジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり５０ ブルーレイデジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり５０ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ デジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり５０ デジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり５０ デジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり５０ デジ録ライト　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ デジ録ライト　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ デジ録ライト　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１００ Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１００ Ｓタイプブルーレイデジ録ダブル ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１００ ＳタイプＤＶＤデジ録ダブル ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１００ Ｓタイプデジ録ダブル ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１００ Ｓタイプデジ録ライト ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ 地上デジタル放送 ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ ブルーレイデジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり３００ ブルーレイデジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり３００ ブルーレイデジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり３００ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ デジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり３００ デジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり３００ デジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり３００ デジ録ライト　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ デジ録ライト　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ デジ録ライト　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ 地上デジタル放送 ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ ブルーレイデジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１ギガ ブルーレイデジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１ギガ ブルーレイデジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１ギガ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ デジ録ダブル　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約



ａｕスマートバリュースタートサポート対象メニュー

NETコース名 TVコース名 TELコース名 その他付加サービス名（１） その他付加サービス名（２） 備考

2017年1月1日現在

地域 事業者名 提供開始月
対象となるサービスの組み合わせ

首都圏 入間ケーブルテレビ株式会社 2016年9月 ひかり１ギガ デジ録ダブル　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１ギガ デジ録ダブル　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１ギガ デジ録ライト　Ｅタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ デジ録ライト　Ｄタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ デジ録ライト　Ｓタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース スマートテレビプラン ケーブルプラス電話 3年契約
ひかり１ギガ スマートテレビプラン ケーブルプラス電話 3年契約
１６０Ｍコース スマートテレビプラン　with　タブレット ケーブルプラス電話 3年契約
ひかり１ギガ スマートテレビプラン　with　タブレット ケーブルプラス電話 3年契約
２５Ｍコース ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ ケーブルプラス電話 スマイル２年割 3年契約
２５Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
２５Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
２５Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
２５Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 3年契約
２５Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 3年契約
２５Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 3年契約
２５Ｍコース デジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
２５Ｍコース デジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
２５Ｍコース デジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
８０Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
８０Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
８０Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
８０Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 3年契約
８０Ｍコース デジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
８０Ｍコース デジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
８０Ｍコース デジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
１６０Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
１６０Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
１６０Ｍコース ブルーレイデジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
１６０Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース ＤＶＤデジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 3年契約
１６０Ｍコース デジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
１６０Ｍコース デジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
１６０Ｍコース デジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり５０ ブルーレイデジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり５０ ブルーレイデジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり５０ ブルーレイデジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり５０ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 3年契約
ひかり５０ デジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり５０ デジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり５０ デジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり３００ ブルーレイデジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり３００ ブルーレイデジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり３００ ブルーレイデジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり３００ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 3年契約
ひかり３００ デジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり３００ デジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり３００ デジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１ギガ ブルーレイデジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１ギガ ブルーレイデジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１ギガ ブルーレイデジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１ギガ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ ＤＶＤデジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 3年契約
ひかり１ギガ デジ録ダブル　Ｅタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１ギガ デジ録ダブル　Ｄタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約
ひかり１ギガ デジ録ダブル　Ｓタイプ スマイル２年割 デジ録2年割 3年契約



ａｕスマートバリュースタートサポート対象メニュー

NETコース名 TVコース名 TELコース名 その他付加サービス名（１） その他付加サービス名（２） 備考

2017年1月1日現在

地域 事業者名 提供開始月
対象となるサービスの組み合わせ

首都圏 ゆずの里ケーブルテレビ株式会社 2016年9月 ひかり50 ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 地デジタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 地デジタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ 地デジタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 Fタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 Fタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ Fタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 デジ録ダブル　Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 デジ録ダブル　Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ デジ録ダブル　Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 デジ録ダブル　Fタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 デジ録ダブル　Fタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ デジ録ダブル　Fタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 デジ録ダブル　Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 デジ録ダブル　Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ デジ録ダブル　Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 DVDデジ録ダブル　Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 DVDデジ録ダブル　Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ DVDデジ録ダブル　Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 DVDデジ録ダブル　Fタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 DVDデジ録ダブル　Fタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ DVDデジ録ダブル　Fタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 DVDデジ録ダブル　Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 DVDデジ録ダブル　Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ DVDデジ録ダブル　Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 ブルーレイデジ録ダブル　Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 ブルーレイデジ録ダブル　Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ ブルーレイデジ録ダブル　Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 ブルーレイデジ録ダブル　Fタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 ブルーレイデジ録ダブル　Fタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ ブルーレイデジ録ダブル　Fタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 ブルーレイデジ録ダブル　Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 ブルーレイデジ録ダブル　Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ ブルーレイデジ録ダブル　Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 Eタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 Eタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ Eタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 Fタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 Fタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ Fタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 Sタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 Sタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ Sタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 デジ録ダブル　Eタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 デジ録ダブル　Eタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ デジ録ダブル　Eタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 デジ録ダブル　Fタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 デジ録ダブル　Fタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ デジ録ダブル　Fタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 デジ録ダブル　Sタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 デジ録ダブル　Sタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ デジ録ダブル　Sタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 DVDデジ録ダブル　Eタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 DVDデジ録ダブル　Eタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ DVDデジ録ダブル　Eタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 DVDデジ録ダブル　Fタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 DVDデジ録ダブル　Fタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ DVDデジ録ダブル　Fタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 DVDデジ録ダブル　Sタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 DVDデジ録ダブル　Sタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ DVDデジ録ダブル　Sタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 ブルーレイデジ録ダブル　Eタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 ブルーレイデジ録ダブル　Eタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ ブルーレイデジ録ダブル　Eタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 ブルーレイデジ録ダブル　Fタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 ブルーレイデジ録ダブル　Fタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ ブルーレイデジ録ダブル　Fタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり50 ブルーレイデジ録ダブル　Sタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり200 ブルーレイデジ録ダブル　Sタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ ブルーレイデジ録ダブル　Sタイプ スマイル２ねん割 3年契約
ひかり1ギガ ゆずの里スマートテレビ スマイル２ねん割 3年契約



ａｕスマートバリュースタートサポート対象メニュー

NETコース名 TVコース名 TELコース名 その他付加サービス名（１） その他付加サービス名（２） 備考

2017年1月1日現在

地域 事業者名 提供開始月
対象となるサービスの組み合わせ

首都圏 東松山ケーブルテレビ株式会社 2016年9月 50Mコース ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
160Mコース ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり50コース ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり300コース ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
50Mコース 地上デジタル放送 ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
160Mコース 地上デジタル放送 ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり50コース 地上デジタル放送 ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり300コース 地上デジタル放送 ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース 地上デジタル放送 ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
50Mコース Sタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
50Mコース Sタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
50Mコース Sタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
50Mコース Dタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
50Mコース Dタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
50Mコース Dタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
50Mコース Eタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
50Mコース Eタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
50Mコース Eタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース Sタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース Sタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
160Mコース Sタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース Dタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース Dタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
160Mコース Dタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース Eタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース Eタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
160Mコース Eタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり50コース Sタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり50コース Sタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
ひかり50コース Sタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり50コース Dタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり50コース Dタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
ひかり50コース Dタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり50コース Eタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり50コース Eタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
ひかり50コース Eタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり300コース Sタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり300コース Sタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
ひかり300コース Sタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり300コース Dタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり300コース Dタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
ひかり300コース Dタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり300コース Eタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり300コース Eタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
ひかり300コース Eタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Sタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Sタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Sタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Dタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Dタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Dタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Eタイプ デジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Eタイプ DVD付デジ録W スマイル2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Eタイプ ブルーレイデジ録W スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
50Mコース Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
50Mコース Sタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
50Mコース Sタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
50Mコース Sタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
50Mコース Dタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
50Mコース Dタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
50Mコース Dタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
50Mコース Dタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
50Mコース Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
50Mコース Eタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
50Mコース Eタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
50Mコース Eタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
160Mコース Sタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース Sタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
160Mコース Sタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース Dタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
160Mコース Dタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース Dタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
160Mコース Dタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
160Mコース Eタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース Eタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
160Mコース Eタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり50コース Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり50コース Sタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり50コース Sタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり50コース Sタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり50コース Dタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり50コース Dタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり50コース Dタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり50コース Dタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり50コース Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり50コース Eタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり50コース Eタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり50コース Eタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり300コース Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり300コース Sタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり300コース Sタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり300コース Sタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり300コース Dタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり300コース Dタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約



ａｕスマートバリュースタートサポート対象メニュー

NETコース名 TVコース名 TELコース名 その他付加サービス名（１） その他付加サービス名（２） 備考

2017年1月1日現在

地域 事業者名 提供開始月
対象となるサービスの組み合わせ

首都圏 東松山ケーブルテレビ株式会社 2016年9月 ひかり300コース Dタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり300コース Dタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり300コース Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり300コース Eタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり300コース Eタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり300コース Eタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Sタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Sタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Sタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Sタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Dタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Dタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Dタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Dタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Eタイプ ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Eタイプ デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Eタイプ DVD付デジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース Eタイプ ブルーレイデジ録W ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 デジ録2ねん割 3年契約
160Mコース スマートテレビプラン（戸建） ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
ひかり１ギガコース スマートテレビプラン（戸建） ケーブルプラス電話 スマイル2ねん割 3年契約
160Mコース スマートテレビプラン with タブレット（戸建） ケーブルプラス電話 3年契約
ひかり１ギガコース スマートテレビプラン with タブレット（戸建） ケーブルプラス電話 3年契約

株式会社いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ 2016年9月 ひかりdeネット ケーブルプラス電話
ひかりdeネット 再送信利用料 ケーブルプラス電話
ひかりdeネット デジ・BSコース ケーブルプラス電話
ひかりdeネット デジパックミニ ケーブルプラス電話
ひかりdeネット デジパックベーシック ケーブルプラス電話
ひかりdeネット デジパックビック ケーブルプラス電話
ひかりdeネット デジパックミニ
ひかりdeネット デジパックベーシック
ひかりdeネット デジパックビック
CATVNET30M デジパックミニ ケーブルプラス電話
CATVNET30M デジパックベーシック ケーブルプラス電話
CATVNET30M デジパックビック ケーブルプラス電話

株式会社広域高速ネット二九六 2016年9月 光ハイブリッド120M ケーブルプラス電話
ひかりマックス ケーブルプラス電話
光ハイブリッド120M デジタルベーシック
光ハイブリッド120M デジタルプレミアム
ひかり疾風 ひかりスタンダード
ひかり疾風 ひかりデラックス
ひかりマックス ひかりスタンダード
ひかりマックス ひかりデラックス

蕨ケーブルビジョン株式会社 2016年9月 光ハイブリッドプラチナ デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッドプレミアム デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッドベーシック デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッドライト デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッドプラチナ デジタルスタンダードコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッドプレミアム デジタルスタンダードコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッドベーシック デジタルスタンダードコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッドライト デジタルスタンダードコース ケーブルプラス電話
スマートプラチナwithタブレットコース スマートプラチナwithタブレットコース ケーブルプラス電話
スマートプラチナコース スマートプラチナコース ケーブルプラス電話
スマートベーシックコース スマートベーシックコース ケーブルプラス電話

狭山ケーブルテレビ株式会社 2016年9月 30Mコース ファミリーコース ケーブルプラス電話
30Mコース ベーシックコース ケーブルプラス電話
30Mコース エコノミーコース ケーブルプラス電話
30Mコース ファミリーコース
30Mコース ベーシックコース
30Mコース エコノミーコース オアシスサポート
30Mコース エコノミーコース BR録画機能付STB
30Mコース エコノミーコース HDD録画機能付STB
30Mコース ケーブルプラス電話 オアシスサポート
30Mコース 再送信 ケーブルプラス電話 発信番号表示



ａｕスマートバリュースタートサポート対象メニュー

NETコース名 TVコース名 TELコース名 その他付加サービス名（１） その他付加サービス名（２） 備考

2017年1月1日現在

地域 事業者名 提供開始月
対象となるサービスの組み合わせ

首都圏 東京ケーブルネットワーク株式会社 2016年9月 TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　ベーシックコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース ＢＳコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　ベーシックコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース ＢＳコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　ベーシックコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース ＢＳコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　ベーシックコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース ＢＳコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース TCN光テレビ　ベーシックコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース TCN光テレビ　ベーシックコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース ＢＳコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース 　TCN光テレビ　ベーシックコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース ＢＳコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース TCN光テレビ　ベーシックコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース ＢＳコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース ケーブルプラス電話 ２年割 ナンバーディスプレイ
TCN光ネット　１Ｇコース ケーブルプラス電話 ２年割 キャッチホン
TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　ベーシックコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース TCN光テレビ　ベーシックコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　１Ｇコース ＢＳコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
TCN光ネット　300Ｍコース TCN光テレビ　プレミアムコース ケーブルプラス電話 ２年割
120Mプラスコース デラックスコース ケーブルプラス電話 １年割
120Mプラスコース スタンダードコース ケーブルプラス電話 1年割
120Mプラスコース ベーシックコース ケーブルプラス電話 １年割
120Mプラスコース デラックスコース ケーブルプラス電話 １年割
120Mシンプルコース デラックスコース ケーブルプラス電話 １年割
120Mシンプルコース スタンダードコース ケーブルプラス電話 １年割

豊島ケーブルネットワーク株式会社 2016年10月 トシマ120メガ2年割（戸建） プレミアム
トシマ120メガ2年割（集合） プレミアム
トシマ120メガ2年割（戸建） プレミアム ケーブルプラス電話
トシマ120メガ2年割（集合） プレミアム ケーブルプラス電話
トシマ120メガ2年割（戸建） プレミアム1年割
トシマ120メガ2年割（集合） プレミアム1年割
トシマ120メガ2年割（戸建） プレミアム1年割 ケーブルプラス電話
トシマ120メガ2年割（集合） プレミアム1年割 ケーブルプラス電話

湘南ケーブルネットワーク株式会社 2016年10月 お手軽安心エコノミーコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
グローバルエコノミーコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
快適ブロードバンドコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
グローバルコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
160Mコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
スマートエコノミーローカルコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
スマートエコノミーグローバルコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
スマート30コース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
スマート160コース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
光エコノミーローカルコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
光エコノミーグローバルコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
光100Mコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
光200Mコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
スマート光エコノミーローカルコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
スマート光エコノミーグローバルコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
スマート100Mコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
スマート200Mコース スマートケーブルテレビコース ケーブルプラス電話
お手軽安心エコノミーコース 見るだけコース ケーブルプラス電話
グローバルエコノミーコース 見るだけコース ケーブルプラス電話
快適ブロードバンドコース 見るだけコース ケーブルプラス電話
グローバルコース 見るだけコース ケーブルプラス電話
160Mコース 見るだけコース ケーブルプラス電話
光エコノミーローカルコース 見るだけコース ケーブルプラス電話
光エコノミーグローバルコース 見るだけコース ケーブルプラス電話
光100Mコース 見るだけコース ケーブルプラス電話
光200Mコース 見るだけコース ケーブルプラス電話
お手軽安心エコノミーコース 楽々録画コース ケーブルプラス電話
グローバルエコノミーコース 楽々録画コース ケーブルプラス電話
快適ブロードバンドコース 楽々録画コース ケーブルプラス電話
グローバルコース 楽々録画コース ケーブルプラス電話
160Mコース 楽々録画コース ケーブルプラス電話
光エコノミーローカルコース 楽々録画コース ケーブルプラス電話
光エコノミーグローバルコース 楽々録画コース ケーブルプラス電話
光100Mコース 楽々録画コース ケーブルプラス電話
光200Mコース 楽々録画コース ケーブルプラス電話
お手軽安心エコノミーコース デジタルPコース ケーブルプラス電話
グローバルエコノミーコース デジタルPコース ケーブルプラス電話
快適ブロードバンドコース デジタルPコース ケーブルプラス電話
グローバルコース デジタルPコース ケーブルプラス電話
160Mコース デジタルPコース ケーブルプラス電話
光エコノミーローカルコース デジタルPコース ケーブルプラス電話
光エコノミーグローバルコース デジタルPコース ケーブルプラス電話
光100Mコース デジタルPコース ケーブルプラス電話
光200Mコース デジタルPコース ケーブルプラス電話
お手軽安心エコノミーコース デジタルPIコース ケーブルプラス電話
グローバルエコノミーコース デジタルPIコース ケーブルプラス電話
快適ブロードバンドコース デジタルPIコース ケーブルプラス電話
グローバルコース デジタルPIコース ケーブルプラス電話



ａｕスマートバリュースタートサポート対象メニュー
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首都圏 湘南ケーブルネットワーク株式会社 2016年10月 160Mコース デジタルPIコース ケーブルプラス電話
光エコノミーローカルコース デジタルPIコース ケーブルプラス電話
光エコノミーグローバルコース デジタルPIコース ケーブルプラス電話
光100Mコース デジタルPIコース ケーブルプラス電話
光200Mコース デジタルPIコース ケーブルプラス電話
お手軽安心エコノミーコース デジ録Pコース ケーブルプラス電話
グローバルエコノミーコース デジ録Pコース ケーブルプラス電話
快適ブロードバンドコース デジ録Pコース ケーブルプラス電話
グローバルコース デジ録Pコース ケーブルプラス電話
160Mコース デジ録Pコース ケーブルプラス電話
光エコノミーローカルコース デジ録Pコース ケーブルプラス電話
光エコノミーグローバルコース デジ録Pコース ケーブルプラス電話
光100Mコース デジ録Pコース ケーブルプラス電話
光200Mコース デジ録Pコース ケーブルプラス電話
お手軽安心エコノミーコース 録画ブルーレイコース ケーブルプラス電話
グローバルエコノミーコース 録画ブルーレイコース ケーブルプラス電話
快適ブロードバンドコース 録画ブルーレイコース ケーブルプラス電話
グローバルコース 録画ブルーレイコース ケーブルプラス電話
160Mコース 録画ブルーレイコース ケーブルプラス電話
光エコノミーローカルコース 録画ブルーレイコース ケーブルプラス電話
光エコノミーグローバルコース 録画ブルーレイコース ケーブルプラス電話
光100Mコース 録画ブルーレイコース ケーブルプラス電話
光200Mコース 録画ブルーレイコース ケーブルプラス電話

イッツ・コミュニケーションズ株式会社 2016年10月 かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） マックス（BD）（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 おまかせマスターお得パック・スマートプラン インテリジェントホーム、イッツコム テレビ・プッシュ
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） マックス（Hit Pot） ケーブルプラス電話 おまかせマスターお得パック・スマートプラン インテリジェントホーム、イッツコム テレビ・プッシュ
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ビッグ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 おまかせマスターお得パック・スマートプラン インテリジェントホーム、イッツコム テレビ・プッシュ
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ビッグ（Hit Pot） ケーブルプラス電話 おまかせマスターお得パック・スマートプラン インテリジェントホーム、イッツコム テレビ・プッシュ
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ミニ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　スマート3年プラン インテリジェントホーム
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ミニ（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　スマート3年プラン インテリジェントホーム
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） マックス（BD）（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 おまかせマスターお得パック
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） マックス（Hit Pot） ケーブルプラス電話 おまかせマスターお得パック
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ミニ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　トリプル3年プラン
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） マックス（BD）（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　3年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ビッグ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　3年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） アルファエース（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　3年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） マックス（BD）（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） マックス（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ビッグ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ビッグ（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） アルファエース（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） アルファエース（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） ミニ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　スマート3年プラン インテリジェントホーム
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） ミニ（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　スマート3年プラン インテリジェントホーム
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） ミニ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　トリプル3年プラン
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） マックス（BD）（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　3年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） ビッグ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　3年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） アルファエース（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　3年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） マックス（BD）（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） マックス（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） ビッグ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） ビッグ（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） アルファエース（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） アルファエース（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話

多摩ケーブルネットワーク株式会社 2016年10月 【戸建】t-net240 【戸建】デラックスHD ケーブルプラス電話 【戸建】特割3サービスプラン
【戸建】t-net43 【戸建】デラックスHD ケーブルプラス電話 【戸建】特割3サービスプラン
【戸建】t-net240 【戸建】ベーシックHD ケーブルプラス電話 【戸建】特割3サービスプラン
【戸建】t-net43 【戸建】ベーシックHD ケーブルプラス電話 【戸建】特割3サービスプラン
【戸建】t-net240 【戸建】デラックスHD 【戸建】特割2サービスプラン
【戸建】t-net43 【戸建】デラックスHD 【戸建】特割2サービスプラン
【戸建】t-net240 【戸建】ベーシックHD 【戸建】特割2サービスプラン
【戸建】t-net43 【戸建】ベーシックHD 【戸建】特割2サービスプラン
【集合】t-net240 【集合】デラックスHD ケーブルプラス電話 【集合】特割3サービスプラン
【集合】t-net43 【集合】デラックスHD ケーブルプラス電話 【集合】特割3サービスプラン
【集合】t-net240 【集合】ベーシックHD ケーブルプラス電話 【集合】特割3サービスプラン
【集合】t-net43 【集合】ベーシックHD ケーブルプラス電話 【集合】特割3サービスプラン
【集合】t-net240 【集合】デラックスHD 【集合】特割2サービスプラン
【集合】t-net43 【集合】デラックスHD 【集合】特割2サービスプラン
【集合】t-net240 【集合】ベーシックHD 【集合】特割2サービスプラン
【集合】t-net43 【集合】ベーシックHD 【集合】特割2サービスプラン

株式会社ケーブルテレビ品川 2016年9月 かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ミニ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　スマート3年プラン インテリジェントホーム
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ミニ（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　スマート3年プラン インテリジェントホーム
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） マックス（BD）（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　トリプル3年プラン
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） マックス（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　トリプル3年プラン
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ミニ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　トリプル3年プラン
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） マックス（BD）（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　3年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ビッグ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　3年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） アルファエース（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　3年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） マックス（BD）（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） マックス（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ビッグ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） ビッグ（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） アルファエース（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびメガ１６０（下り　160Mｂｐｓ） アルファエース（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） ミニ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　スマート3年プラン インテリジェントホーム
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） ミニ（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　スマート3年プラン インテリジェントホーム
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） ミニ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　トリプル3年プラン
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） マックス（BD）（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　3年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） ビッグ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　3年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） アルファエース（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　3年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） マックス（BD）（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） マックス（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） ビッグ（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） ビッグ（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） アルファエース（BD-Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話
かっとびワイド（下り　30Mｂｐｓ） アルファエース（Hit Pot） ケーブルプラス電話 お得パック　2年プラン + ケーブルプラス電話



ａｕスマートバリュースタートサポート対象メニュー

NETコース名 TVコース名 TELコース名 その他付加サービス名（１） その他付加サービス名（２） 備考

2017年1月1日現在

地域 事業者名 提供開始月
対象となるサービスの組み合わせ

中部 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン 2016年9月 すてっぷONE ベーシック ケーブルプラス電話
すてっぷTWO ベーシック ケーブルプラス電話
ライト ベーシック ケーブルプラス電話
スタンダード ベーシック ケーブルプラス電話
ネオ30 ベーシック ケーブルプラス電話
ネオ100 ベーシック ケーブルプラス電話
ネオ160 ベーシック ケーブルプラス電話
すてっぷONE ワイド ケーブルプラス電話
すてっぷTWO ワイド ケーブルプラス電話
ライト ワイド ケーブルプラス電話
スタンダード ワイド ケーブルプラス電話
ネオ30 ワイド ケーブルプラス電話
ネオ100 ワイド ケーブルプラス電話
ネオ160 ワイド ケーブルプラス電話
ネオ30 地デジ ケーブルプラス電話
ネオ100 地デジ ケーブルプラス電話
ネオ160 地デジ ケーブルプラス電話
ネオ30 なし ケーブルプラス電話
ネオ100 なし ケーブルプラス電話
ネオ160 なし ケーブルプラス電話
ネオ30 ベーシック なし
ネオ100 ベーシック なし
ネオ160 ベーシック なし
ネオ30 ワイド なし
ネオ100 ワイド なし
ネオ160 ワイド なし
ライト 集合住宅Aワイド ケーブルプラス電話
スタンダード 集合住宅Aワイド ケーブルプラス電話
ネオ30 集合住宅Aワイド ケーブルプラス電話
ネオ100 集合住宅Aワイド ケーブルプラス電話
ネオ160 集合住宅Aワイド ケーブルプラス電話
すてっぷONE 集合住宅Bワイド ケーブルプラス電話
すてっぷTWO 集合住宅Bワイド ケーブルプラス電話
ライト 集合住宅Bワイド ケーブルプラス電話
スタンダード 集合住宅Bワイド ケーブルプラス電話
ネオ30 集合住宅Bワイド ケーブルプラス電話
ネオ100 集合住宅Bワイド ケーブルプラス電話
ネオ160 集合住宅Bワイド ケーブルプラス電話
すてっぷONE 集合住宅Cワイド ケーブルプラス電話
すてっぷTWO 集合住宅Cワイド ケーブルプラス電話
ライト 集合住宅Cワイド ケーブルプラス電話
スタンダード 集合住宅Cワイド ケーブルプラス電話
ネオ30 集合住宅Cワイド ケーブルプラス電話
ネオ100 集合住宅Cワイド ケーブルプラス電話
ネオ160 集合住宅Cワイド ケーブルプラス電話
すてっぷTWO 集合住宅Cベーシック ケーブルプラス電話
ライト 集合住宅Cベーシック ケーブルプラス電話
スタンダード 集合住宅Cベーシック ケーブルプラス電話
ネオ30 集合住宅Cベーシック ケーブルプラス電話
ネオ100 集合住宅Cベーシック ケーブルプラス電話
ネオ160 集合住宅Cベーシック ケーブルプラス電話
ネオ30 集合住宅Aワイド なし
ネオ100 集合住宅Aワイド なし
ネオ160 集合住宅Aワイド なし
ネオ30 集合住宅Bワイド なし
ネオ100 集合住宅Bワイド なし
ネオ160 集合住宅Bワイド なし
ネオ30 集合住宅Cワイド なし
ネオ100 集合住宅Cワイド なし
ネオ160 集合住宅Cワイド なし
ネオ30 集合住宅Cベーシック なし
ネオ100 集合住宅Cベーシック なし
ネオ160 集合住宅Cベーシック なし
すてっぷONE 朝日村ワイド ケーブルプラス電話
すてっぷTWO 朝日村ワイド ケーブルプラス電話
ライト 朝日村ワイド ケーブルプラス電話
スタンダード 朝日村ワイド ケーブルプラス電話
ネオ30 朝日村ワイド ケーブルプラス電話
ネオ100 朝日村ワイド ケーブルプラス電話
ネオ160 朝日村ワイド ケーブルプラス電話
ネオ30 朝日村ベーシック ケーブルプラス電話
ネオ100 朝日村ベーシック ケーブルプラス電話
ネオ160 朝日村ベーシック ケーブルプラス電話
ネオ30 朝日村地デジ ケーブルプラス電話
ネオ100 朝日村地デジ ケーブルプラス電話
ネオ160 朝日村地デジ ケーブルプラス電話
ネオ30 朝日村ワイド
ネオ100 朝日村ワイド
ネオ160 朝日村ワイド



ａｕスマートバリュースタートサポート対象メニュー

NETコース名 TVコース名 TELコース名 その他付加サービス名（１） その他付加サービス名（２） 備考

2017年1月1日現在

地域 事業者名 提供開始月
対象となるサービスの組み合わせ

中部 株式会社アイ・シー・シー 2016年9月 ３００Mコース ドリームコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１１０Mコース ドリームコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３Mコース ドリームコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１Mコース ドリームコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３００Mコース 劇スポコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１１０Mコース 劇スポコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３Mコース 劇スポコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１Mコース 劇スポコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３００Mコース ファミリーコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１１０Mコース ファミリーコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３Mコース ファミリーコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１Mコース ファミリーコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３００Mコース コンパクトコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１１０Mコース コンパクトコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３Mコース コンパクトコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１Mコース コンパクトコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３００Mコース セレクトコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１１０Mコース セレクトコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３Mコース セレクトコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３００Mコース ベーシックコース ケーブルプラス電話 トリプルパック
３００Mコース ドリームコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１１０Mコース ドリームコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３Mコース ドリームコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１Mコース ドリームコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３００Mコース 劇スポコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１１０Mコース 劇スポコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３Mコース 劇スポコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１Mコース 劇スポコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３００Mコース ファミリーコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１１０Mコース ファミリーコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３Mコース ファミリーコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１Mコース ファミリーコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３００Mコース コンパクトコース ケーブルプラス電話 やくそく割
１１０Mコース コンパクトコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３Mコース コンパクトコース ケーブルプラス電話 やくそく割
３００Mコース セレクトコース ケーブルプラス電話 やくそく割

 株式会社 大垣ケーブルテレビ 2016年9月 光１００ 地デジコース ケーブルプラス電話
光１００ 地デジコース
光１００ 地デジＢＳコース ケーブルプラス電話
光１００ 地デジＢＳコース
光１００ ファミリーパック ケーブルプラス電話
光１００ ファミリーパック
光１００ スポ★ドラパック ケーブルプラス電話
光１００ スポ★ドラパック
光１００ ケーブルプラス電話
光３００ 地デジコース ケーブルプラス電話
光３００ 地デジコース
光３００ 地デジＢＳコース ケーブルプラス電話
光３００ 地デジＢＳコース
光３００ ファミリーパック ケーブルプラス電話
光３００ ファミリーパック
光３００ スポ★ドラパック ケーブルプラス電話
光３００ スポ★ドラパック
光３００ ケーブルプラス電話
３０Ｍ(集合住宅限定) ファミリーパック ケーブルプラス電話
３０Ｍ(集合住宅限定) ファミリーパック
３０Ｍ(集合住宅限定) スポ★ドラパック ケーブルプラス電話
３０Ｍ(集合住宅限定) スポ★ドラパック
１６０Ｍ(集合住宅限定) ファミリーパック ケーブルプラス電話
１６０Ｍ(集合住宅限定) ファミリーパック
１６０Ｍ(集合住宅限定) スポ★ドラパック ケーブルプラス電話
１６０Ｍ(集合住宅限定) スポ★ドラパック
１６０Ｍ(集合住宅限定) ケーブルプラス電話
スーパー３０ ファミリーパック
スーパー３０ スポ★ドラパック
スーパー１６０ ファミリーパック
スーパー１６０ スポ★ドラパック

西尾張シーエーティーヴィ株式会社 2016年9月 ベーシックコース ケーブルプラス電話 TEL割
スーパーコース ケーブルプラス電話 TEL割
ハイパーコース ケーブルプラス電話 TEL割

伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 提携終了 ICT光30M スタンダードコース
※2016年10月31日付けでスタートサポート提携終了。 ICT光30M デラックスコース
※2016年10月31日受付分まで対象。 ICT光100M スタンダードコース

ICT光100M デラックスコース
ICT光300M スタンダードコース
ICT光300M デラックスコース
ICT光1G スタンダードコース
ICT光1G デラックスコース
ICT光30M ケーブルプラス電話
ICT光100M ケーブルプラス電話
ICT光300M ケーブルプラス電話
ICT光1G ケーブルプラス電話
ICTマンション30M スタンダードコース
ICTマンション30M デラックスコース
ICTマンション100M スタンダードコース
ICTマンション100M デラックスコース
ICTマンション30M ケーブルプラス電話
ICTマンション100M ケーブルプラス電話

株式会社　コミュニティテレビこもろ 2016年9月 コミュニティ ケーブルプラス電話
ハイスピード ケーブルプラス電話
ウルトラ120 ケーブルプラス電話
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中部 株式会社エコーシティー・駒ヶ岳 2016年9月 光スーパー デジタルベーシック ケーブルプラス電話 セット割
光プレミアム デジタルベーシック ケーブルプラス電話 セット割
光ギガ デジタルベーシック ケーブルプラス電話 セット割
光スーパー デジタルベーシック ケーブルプラス電話
光プレミアム デジタルベーシック ケーブルプラス電話
光ギガ デジタルベーシック ケーブルプラス電話
光ギガ ケーブルプラス電話 セット割
光プレミアム ケーブルプラス電話
光ギガ ケーブルプラス電話
光プレミアム ケーブルプラス電話
光ギガ ケーブルプラス電話
光ギガ セット割
光ギガ
光ギガ

エルシーブイ株式会社 2016年9月 LCV-Netスーパーコース 一般加入契約 ケーブルプラス電話 LCVセット割 LCV2年割
LCV-Netスーパーコース 一般加入契約 ケーブルプラス電話 LCVセット割 LCV2年割

株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ 2016年9月 光ハイブリッド３０Ｍ ケーブルプラス電話
光ハイブリッド１００Ｍ ケーブルプラス電話
光ハイブリッド１６０Ｍ ケーブルプラス電話

株式会社シー・ティー・ワイ 提携終了 40M 不問 ケーブルプラス電話
※2016年11月30日付けでスタートサポート提携終了。 120M 不問 ケーブルプラス電話
※2016年11月30日受付分まで対象。 160M 不問 ケーブルプラス電話

光40M 不問 ケーブルプラス電話
光300M 不問 ケーブルプラス電話
光1G 不問 ケーブルプラス電話

北陸 株式会社テレビ小松 2016年9月 30メガコース レギュラーコース ケーブルプラス電話 3年お約束割
200メガコース レギュラーコース ケーブルプラス電話 3年お約束割
1ギガコース レギュラーコース ケーブルプラス電話 3年お約束割
30メガコース レギュラーコース 3年お約束割
200メガコース レギュラーコース 3年お約束割
1ギガコース レギュラーコース 3年お約束割
30メガコース ライトコース ケーブルプラス電話 3年お約束割
200メガコース ライトコース ケーブルプラス電話 3年お約束割
1ギガコース ライトコース ケーブルプラス電話 3年お約束割
30メガコース ライトコース 3年お約束割
200メガコース ライトコース 3年お約束割
1ギガコース ライトコース 3年お約束割
30メガコース BSコース ケーブルプラス電話 3年お約束割
200メガコース BSコース ケーブルプラス電話 3年お約束割
1ギガコース BSコース ケーブルプラス電話 3年お約束割
30メガコース ケーブルプラス電話 3年お約束割
200メガコース ケーブルプラス電話 3年お約束割
1ギガコース ケーブルプラス電話 3年お約束割

金沢ケーブルテレビネット株式会社 2016年10月 光ハイブリッド20 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド200 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド20 デジタルデラックスコース
光ハイブリッド100 デジタルデラックスコース
光ハイブリッド200 デジタルデラックスコース
光ハイブリッド20 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド200 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド20 デジタルスーパーコース
光ハイブリッド100 デジタルスーパーコース
光ハイブリッド200 デジタルスーパーコース
光ハイブリッド20 ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 ケーブルプラス電話
光ハイブリッド200 ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり20 ケーブルプラス電話
ひかり100 ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 デジタルスーパーコース スマートお得パック
光ハイブリッド100 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話 スマートお得パック
ひかり20 デジタルライトコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルライトコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルライトコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド20 基本コース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 基本コース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド200 基本コース ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルデラックスコース
ひかり100 デジタルデラックスコース
ひかり1ギガ デジタルデラックスコース
ひかり20 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルスーパーコース
ひかり100 デジタルスーパーコース
ひかり1ギガ デジタルスーパーコース
ひかり20 ケーブルプラス電話
ひかり100 ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ ケーブルプラス電話
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北陸 加賀ケーブルテレビ株式会社 2016年10月 光ハイブリッド20 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド200 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド20 デジタルデラックスコース
光ハイブリッド100 デジタルデラックスコース
光ハイブリッド200 デジタルデラックスコース
光ハイブリッド20 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド200 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド20 デジタルスーパーコース
光ハイブリッド100 デジタルスーパーコース
光ハイブリッド200 デジタルスーパーコース
光ハイブリッド20 ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 ケーブルプラス電話
光ハイブリッド200 ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり20 ケーブルプラス電話
ひかり100 ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 デジタルスーパーコース スマートお得パック
光ハイブリッド100 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話 スマートお得パック
ひかり20 デジタルライトコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルライトコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルライトコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド20 基本コース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 基本コース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド200 基本コース ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルデラックスコース
ひかり100 デジタルデラックスコース
ひかり1ギガ デジタルデラックスコース
ひかり20 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルスーパーコース
ひかり100 デジタルスーパーコース
ひかり1ギガ デジタルスーパーコース
ひかり20 ケーブルプラス電話
ひかり100 ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ ケーブルプラス電話

加賀テレビ株式会社 2016年10月 光ハイブリッド20 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド200 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド20 デジタルデラックスコース
光ハイブリッド100 デジタルデラックスコース
光ハイブリッド200 デジタルデラックスコース
光ハイブリッド20 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド200 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド20 デジタルスーパーコース
光ハイブリッド100 デジタルスーパーコース
光ハイブリッド200 デジタルスーパーコース
光ハイブリッド20 ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 ケーブルプラス電話
光ハイブリッド200 ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり20 ケーブルプラス電話
ひかり100 ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 デジタルスーパーコース スマートお得パック
光ハイブリッド100 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話 スマートお得パック
ひかり20 デジタルライトコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルライトコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルライトコース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド20 基本コース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド100 基本コース ケーブルプラス電話
光ハイブリッド200 基本コース ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルデラックスコース ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルデラックスコース
ひかり100 デジタルデラックスコース
ひかり1ギガ デジタルデラックスコース
ひかり20 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり100 デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ デジタルスーパーコース ケーブルプラス電話
ひかり20 デジタルスーパーコース
ひかり100 デジタルスーパーコース
ひかり1ギガ デジタルスーパーコース
ひかり20 ケーブルプラス電話
ひかり100 ケーブルプラス電話
ひかり1ギガ ケーブルプラス電話
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関西 洛西ケーブルビジョン株式会社 2016年11月 インターネットサービス(30M) CSデジタルベーシックコース ケーブルプラス電話
インターネットサービス(30M) CSデジタルHDDコース ケーブルプラス電話
インターネットサービス(30M) CSデジタルブルーレイコース ケーブルプラス電話
インターネットサービス(30M) RCVスマートＴＶBOX ケーブルプラス電話
インターネットサービス(30M) CSデジタルベーシックコース
インターネットサービス(30M) CSデジタルHDDコース
インターネットサービス(30M) CSデジタルブルーレイコース
インターネットサービス(30M) RCVスマートＴＶBOX
インターネットサービス(30M) CSデジタルベーシックコース タブレットパック
インターネットサービス(30M) CSデジタルHDDコース タブレットパック
インターネットサービス(30M) CSデジタルブルーレイコース タブレットパック
インターネットサービス(30M) RCVスマートＴＶBOX タブレットパック
インターネットサービス(120M) CSデジタルベーシックコース ケーブルプラス電話
インターネットサービス(120M) CSデジタルHDDコース ケーブルプラス電話
インターネットサービス(120M) CSデジタルブルーレイコース ケーブルプラス電話
インターネットサービス(120M) RCVスマートＴＶBOX ケーブルプラス電話
インターネットサービス(120M) CSデジタルベーシックコース
インターネットサービス(120M) CSデジタルHDDコース
インターネットサービス(120M) CSデジタルブルーレイコース
インターネットサービス(120M) RCVスマートＴＶBOX
インターネットサービス(120M) CSデジタルベーシックコース タブレットパック
インターネットサービス(120M) CSデジタルHDDコース タブレットパック
インターネットサービス(120M) CSデジタルブルーレイコース タブレットパック
インターネットサービス(120M) RCVスマートＴＶBOX タブレットパック

四国 香川テレビ放送網株式会社 2016年9月 KBN-NET160M スタンダード ケーブルプラス電話
KBN-NET160M スタンダード
KBN-NET160M ケーブルプラス電話
KBN-NET30M スタンダード ケーブルプラス電話
KBN-NET30M スタンダード
KBNひかりネット スタンダード ケーブルプラス電話
KBNひかりネット スタンダード
KBNひかりネット ケーブルプラス電話

九州 諫早ケーブルテレビ株式会社 2016年9月 ネオコース 未加入者 ケーブルプラス電話
スタンダードコース 未加入者 ケーブルプラス電話

西九州電設株式会社 2016年9月 パワープラン ベーシックプラン ケーブルプラス電話
パワープラン ミニプラン ケーブルプラス電話
スマートプラン ベーシックプラン ケーブルプラス電話
スマートプラン ミニプラン ケーブルプラス電話

おおむらケーブルテレビ株式会社 2016年9月 スマートプラスデジタルライト ケーブルプラス電話
スマートプラスデジタル ケーブルプラス電話
マックスコース ケーブルプラス電話
スマートプラスデジタルライト
スマートプラスデジタル

CTBメディア株式会社 2016年9月 わくわく１６０プラン デジタルプラン ケーブルプラス電話
ＣＴＢスマートテレビ（１００Ｍ） デジタルプラン ケーブルプラス電話
１ギガプラン（１Ｇ） デジタルプラン ケーブルプラス電話
２００メガプラン（２００Ｍ） デジタルプラン ケーブルプラス電話
ＣＴＢスマートテレビ（１Ｇ） デジタルプラン ケーブルプラス電話
わくわく１６０プラン ケーブルプラス電話
ＣＴＢスマートテレビ（１００Ｍ） デジタルプラン
１ギガプラン（１Ｇ） ケーブルプラス電話
２００メガプラン（２００Ｍ） ケーブルプラス電話
ＣＴＢスマートテレビ（１Ｇ） デジタルプラン
わくわく１６０プラン デジタルプラン
１ギガプラン（１Ｇ） デジタルプラン
２００メガプラン（２００Ｍ） デジタルプラン

南九州ケーブルテレビネット株式会社 2016年9月 120メガ 多チャンネルコース ケーブルプラス電話 超プレミアムパック（5年）
30メガ 多チャンネルコース ケーブルプラス電話 超プレミアムパック（5年）
120メガ BSコース ケーブルプラス電話 超プレミアムパック（5年）
30メガ BSコース ケーブルプラス電話 超プレミアムパック（5年）
120メガ 基本コース ケーブルプラス電話 超プレミアムパック（5年）
30メガ 基本コース ケーブルプラス電話 超プレミアムパック（5年）
120メガ ケーブルプラス電話 特割NET+電話（5年）
30メガ ケーブルプラス電話 特割NET+電話（5年）
120メガ 多チャンネルコース 特割TV+NET（5年）
30メガ 多チャンネルコース 特割TV+NET（5年）



ａｕスマートバリュースタートサポート対象メニュー
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2017年1月1日現在

地域 事業者名 提供開始月
対象となるサービスの組み合わせ

九州 宮崎ケーブルテレビ株式会社 2016年10月 ベーシックコース（30M）★ ケーブルプラス電話
スーパー160コース（160M） ケーブルプラス電話
MCN スマートテレビ（30M） ケーブルプラス電話
MCN スマートテレビ with タブレット(30M) ケーブルプラス電話
インターネット増速１００Ｍコースアップ(100M) ケーブルプラス電話
MCNひかり30Mコース（30M）★ ケーブルプラス電話
MCNひかり160Mコース（160M） ケーブルプラス電話
MCNひかり1Gコース（1G） ケーブルプラス電話
MCN スマートテレビ（30M） ケーブルプラス電話
MCN スマートテレビ with タブレット(30M) ケーブルプラス電話
インターネット増速１００Ｍコースアップ(100M) ケーブルプラス電話
ベーシックコース（30M）★ ＳＤベーシック
スーパー160コース（160M） ＳＤベーシック
MCNひかり30Mコース（30M）★ ＳＤベーシック
MCNひかり160Mコース（160M） ＳＤベーシック
MCNひかり1Gコース（1G） ＳＤベーシック
ベーシックコース（30M）★ ＨＤベーシック
スーパー160コース（160M） ＨＤベーシック
MCNひかり30Mコース（30M）★ ＨＤベーシック
MCNひかり160Mコース（160M） ＨＤベーシック
MCNひかり1Gコース（1G） ＨＤベーシック
ベーシックコース（30M）★ ＨＤプレミア
スーパー160コース（160M） ＨＤプレミア
MCN スマートテレビ（30M） ＨＤプレミア
MCN スマートテレビ with タブレット(30M) ＨＤプレミア
インターネット増速１００Ｍコースアップ(100M) ＨＤプレミア
MCNひかり30Mコース（30M）★ ＨＤプレミア
MCNひかり160Mコース（160M） ＨＤプレミア
MCNひかり1Gコース（1G） ＨＤプレミア
MCN スマートテレビ（30M） ＨＤプレミア
MCN スマートテレビ with タブレット(30M) ＨＤプレミア
インターネット増速１００Ｍコースアップ(100M) ＨＤプレミア

BTVケーブルテレビ株式会社 2016年10月 ＢＴＶスマートテレビ（100M） ハイビジョン ケーブルプラス電話 ３年縛り
ＢＴＶスマートテレビwithタブレット（100M） ハイビジョン ケーブルプラス電話 ３年縛り
超得割（１００Ｍ） ハイビジョン ケーブルプラス電話 ３年縛り

株式会社ケーブルメディアワイワイ 2016年10月 スマートコース30Mコース（auSV専用プラン） ケーブルプラス電話 とくとく割
ビュンビュン120Mコース ケーブルプラス電話 とくとく割
ワイワイひかり ケーブルプラス電話 セット割
スマートコース30Mコース（auSV専用プラン） プレミアムベーシックコース とくとく割
スマートコース30Mコース（auSV専用プラン） プレミアム簡・録コース とくとく割
スマートコース30Mコース（auSV専用プラン） プレミアム簡・録Ⅱコース とくとく割
スマートコース30Mコース（auSV専用プラン） プレミアムブルーレイコース【レンタル】 とくとく割
スマートコース30Mコース（auSV専用プラン） プレミアムブルーレイコース【買い取り】 とくとく割
スマートコース30Mコース（auSV専用プラン） プレミアムブルーレイⅡコース【レンタル】 とくとく割
スマートコース30Mコース（auSV専用プラン） プレミアムブルーレイⅡコース【買い取り】 とくとく割
ビュンビュン120Mコース プレミアムベーシックコース とくとく割
ビュンビュン120Mコース プレミアム簡・録コース とくとく割
ビュンビュン120Mコース プレミアム簡・録Ⅱコース とくとく割
ビュンビュン120Mコース プレミアムブルーレイコース【レンタル】 とくとく割
ビュンビュン120Mコース プレミアムブルーレイコース【買い取り】 とくとく割
ビュンビュン120Mコース プレミアムブルーレイⅡコース【レンタル】 とくとく割
ビュンビュン120Mコース プレミアムブルーレイⅡコース【買い取り】 とくとく割
ワイワイひかり プレミアムベーシックコース とくとく割
ワイワイひかり プレミアム簡・録コース とくとく割
ワイワイひかり プレミアム簡・録Ⅱコース とくとく割
ワイワイひかり プレミアムブルーレイコース【レンタル】 とくとく割
ワイワイひかり プレミアムブルーレイコース【買い取り】 とくとく割
ワイワイひかり プレミアムブルーレイⅡコース【レンタル】 とくとく割
ワイワイひかり プレミアムブルーレイⅡコース【買い取り】 とくとく割

九州通信ネットワーク株式会社 2016年9月 ホームタイプ　ギガコース BBIQ光電話 つづけて割ビッグ
ホームタイプ　１００メガコース BBIQ光電話 つづけて割ビッグ

株式会社長崎ケーブルメディア 2016年11月 ncmスマートBOXスタンダード 有
ncmスマートBOXマックス 有
ncmスマートBOXスタンダード(1G) 有
ncmスマートBOXマックス(1G) 有
スマート（30M） 有 トリプル割（3年縛り）
ハイパー（120M） 有 トリプル割（3年縛り）
ncmスマートBOXスタンダード 有 有 トリプル割（3年縛り）
ncmスマートBOXマックス 有 有 トリプル割（3年縛り）
光50M 有 トリプル割（3年縛り）
光100M 有 トリプル割（3年縛り）
光1G 有 トリプル割（3年縛り）
ncmスマートBOXスタンダード(1G) 有 有 トリプル割（3年縛り）
ncmスマートBOXスタンダード(1G) 有 有 トリプル割（3年縛り）
ncmスマートBOXスタンダード 有 集合住宅(地デジ)
ncmスマートBOXマックス 有 集合住宅(地デジ)
ncmスマートBOXスタンダード(1G) 有 集合住宅(地デジ)
ncmスマートBOXマックス(1G) 有 集合住宅(地デジ)
ncmスマートBOXスタンダード 有 集合住宅(STB)
ncmスマートBOXマックス 有 集合住宅(STB)
ncmスマートBOXスタンダード(1G) 有 集合住宅(STB)
ncmスマートBOXマックス(1G) 有 集合住宅(STB)


