
山梨ＣＡＴＶ

お申し込み・お問い合わせはこちらまで

０５５３-２２-６８２２
山梨市上神内川１７１６ 山梨ビル２階 ＦＡＸ ０５５３-２３-１４７１

営業時間：午前９時～午後５時　月曜日～土曜日（祝日除く） 山梨市駅

街の駅
やまなし

中銀

柳橋

コンビニ

山梨ビル

山梨CATV
受付2階

※料金は税込表示です

● データプラン＋音声通話 または データプランのみ の契約が可能です。
● ～@docomo.ne.jp、～＠ezweb.ne.jp などのメールアドレスは使えません。Gmail他、無料メールサービスをご利用下さい。
● 初期費用として、新規（MNP含む）事務手数料 ３,３００円がかかります。
● 現在ご契約中のお客様はＳＩＭの交換が必要になります。準備が出来次第通知をお送りしますのでしばらくお待ちください。

注

意

～データ通信の使い方に合わせて選べる！～月 額 料 金

データプラン

音声通話

▼ホームページ▼

データ500K※

データ３ＧＢ

初めてのスマホ・メールやＳＮＳを
　　　中心に使う方にオススメ

ネット検索・ＳＮＳが中心、動画視聴は
　　　たまにする方にオススメ

６0０円／月 1,７0０円/月

88０円／月 1,９8０円/月
※当日を含まない過去３日間の通信量が366MBを超えると、通信速度が200Kbpsに制限されます。

セット料金

セット料金

通常料金

通常料金

その他「５GB」「１０GB」
「２０GB」のプランも
ございます。

音声通話をご利用の場合

★オートプレフィックス対象外は２２円／30秒となります。

●基本料・・・５0０円／月　　●通話料・・・11円／30秒★

たとえば 合計月額料金

データ通信のみ
（データ５００Ｋ）  ➡ 60０円

データ５００Ｋ＋　　　　　　　➡ 1，760円
音声通話基本料

５分かけ放題

データ５００Ｋ＋音声通話基本料 ➡ 1，１０0円

↑↓ 山梨ＣＡＴＶのサービスのいずれかにご加入のお客様が　セット料金　の対象になります。セット料金
（テレビ・インターネット・ケーブルライン）

２０２３年

    ３
月号

●５分かけ放題・・・66０円／月
●10分かけ放題・・・88０円／月
●かけ放題・・・1,76０円／月
●(法人用)10分かけ放題・・・1,980円／月

かけ放題
オプション

かけ放題
オプション

山 梨 C A T V 取 り 扱 い ス マ ホ

本体価格　２３，１００円

頭金１２,１００円・２,８００円×４ヶ月分割

OS:ColorOS 12 based on Android™ 12 / 内部ストレージ：128GB

新

本体価格　４０，７００円

5G

頭金１８,７００円・３,７００円×６ヶ月分割

OS:ColorOS 12 based on Android™ 11 / 内部ストレージ：128GB

本体価格　３９，８２０円

5G

頭金１７,８２０円・３,７００円×６ヶ月分割

OS:Android™  11 / 内部ストレージ：128GB

本体価格　２２，６６０円

頭金１２,８６０円・２,５００円×４ヶ月分割

OS:Android™12 / 内部ストレージ：64GB

その他取り扱いスマホは ホームページをご覧ください

かけ放題オプションかけ放題オプション登場 ! !登場 ! !またせしました！おまたせしました！

対対対 ににに象に象に象象象象象象対対対対対象象象象象象象象の対対対対対対対対対 にににに象に象に象に象象象象象象象象象象象象象象

NEWセットで

契約
ＳＩＭカードのみ

契約でＯＫ

（※） SIMフリースマホ、docomoLTE対応機種、SIMロック解除機種等が使えます。 使えない機種もございますのでご相談ください。

～A・Bの2通り～

（※）（※）

スマホ代
節約♪

スマホ代
節約♪

Ａ 今お使いのスマホを利用するなら B スマホを買い替えまたは新しく買いたい

契 約 方 法

今お使いの携帯番号をそのままご利用可能です。もちろん新しい番号のお申し込みもOK！（サービスエリアはNTTドコモのサービスエリアと同様になります）

たい

ＣＡＴＶでまとめて楽々

ＣＡＴＶでまとめて楽々

 山梨ＣＡＴＶ 山梨ＣＡＴＶ

ＣＡＴＶでスマホが買える そんな時代になりましたＣＡＴＶでスマホが買える そんな時代になりました



おすすめサービスのおすすめサービスの

山梨CATV株式会社
山梨市上神内川１７１６ 山梨ビル２Ｆ

営業時間：午前９時～午後５時 月～土（祝日は除く）0553-22-6822

地域密着の山梨ＣＡＴＶだから出来る！安心・充実のサポート！  お気軽にお問い合わせ下さい。

ＣＡＴＶのインターネットは セットがお得！

無線ルーター無線ルーター
　　　　プレゼント！
無線ルーター
　　　　プレゼント！

またはまたは 月額利用料
　最大２ヶ月無料！

（＋加入月の利用料無料） （加入月と翌月の利用料が無料）

  今なら！

※通信速度30Ｍbpsの場合
３,６３０円４,７３０ 「ＴＶ＋ネット割」の

お申し込みで

テレビとセットでインターネット月額利用料が とってもお得！！

※料金は税込表示です

山梨ＣＡＴＶのお得な光電話サービス

円１,４１９９１ 実質３１９円
（ダブル割適用）※プランにより割引料金が異なります

セット割引適用でセット割引適用で

代理店届出番号︓第C1901110

インターネットとセットで 電話の月額利用料が とってもお得！！

多種多様なチャンネルが楽しめる。Ｓ Ｔ Ｂ 　プレミアムチャンネルＳ Ｔ Ｂ 　プレミアムチャンネル

★全機種外付けＵＳＢ-ＨＤＤ録画に対応 [※ＨＤＤおよびＵＳＢケーブルはお客様でご用意下さい]
※テレビ１台につきＳＴＢ１台の取り付けとなります。取り付けはＣＡＴＶにおまかせ下さい。

パナソニック　
ＴＺ-ＨＴ３５００ＢＷ

本体価格 ５２,５８０円
【分割：頭金２９,０８０円　５,０００円×５ヶ月】

２ＴＢ ＨＤＤ内蔵！

■ＢＳ４Ｋ放送対応トリプルチューナー搭載

本体価格 ８９,９８０円
【分割：頭金５１,４８０円　８,０００円×５ヶ月】

ブルーレイディスク対応 ＆ ２ＴＢ ＨＤＤ内蔵！

パナソニック
ＴＺ-ＢＴ９０００ＢＷ

■トリプルチューナー搭載
　　 ※ＢＳ４Ｋ放送対応は２チューナー

■トリプルチューナー搭載
　 　※ＢＳ４Ｋ放送対応は２チューナー

パナソニック
ＴＺ-ＬＴ１５００ＢＷ

本体価格　４１,５８０円

【分割：頭金２３,０８０円　４，０００円×５ヶ月】

■置き場所を選ばない小型デザイン
パナソニック
ＴＺ-ＬＳ５００Ｂ

本体価格 ２７,２８０円
【分割：頭金１９,８８０円　４，０００円×２ヶ月】

Ｋ
Ｓ
Ｔ
Ｂ
の
ご
案
内

４

上記チャンネルを含むスポーツ・映画・ドラマ・音楽・アニメ・娯楽など・・・多彩な
ジャンルのチャンネルが合計４０チャンネルも見放題で月額視聴料は２，２００円！！「デジタルセット４０」とは…

ご視聴にはプレミアムチャンネル「デジタルセット４０」の加入とＳＴＢ（セットトップボックス）が必要です。

©N.Tanaka/Shutterz

【放送日時】 ３月２６日(日)　よる６時～【放送日時】 ３月２６日(日)　よる６時～【放送日時】 ３月２６日(日)　よる６時～

放送
チャンネル

超人気ドラマ「相棒」、「科捜研の女」シリーズ！毎日放送中の
「ドラえもん」や「クレヨンしんちゃん」。さらに豪華アーティストの
ＬＩＶＥなどを厳選してお届けするエンタメチャンネル

２０２３年２０２３年 ３月号３月号

昨年１２月３日に開催された八戸公演２日目の模様を
テレ朝チャンネル１ でテレビ初放送！！

昨年１２月３日に開催された八戸公演２日目の模様を
テレ朝チャンネル１ でテレビ初放送！！

羽生結弦アイスショー・プロローグ　in HACHINOHE羽生結弦アイスショー・プロローグ　in HACHINOHE羽生結弦アイスショー・プロローグ　in HACHINOHE

“総合演出羽生結弦”
タイトルや演技構成も自ら考案。
そのコンセプトは今までの自分の競技人生を振り返り、あらためて次のステージに向かうための
「序章」をテーマとし自分自身の好きなジャンルや表現を盛り込んだもの。
新しい表現のフィギュアスケートを目指して、飽くなき挑戦が続く。

“総合演出羽生結弦”
タイトルや演技構成も自ら考案。
そのコンセプトは今までの自分の競技人生を振り返り、あらためて次のステージに向かうための
「序章」をテーマとし自分自身の好きなジャンルや表現を盛り込んだもの。
新しい表現のフィギュアスケートを目指して、飽くなき挑戦が続く。
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