
平成28年1月1日より実施

（旧） （新）

第1章　総則 第1章　総則

第3条（用語の定義） 第3条（用語の定義）

用語 用語

17.特定事業者 （削除）

18.DSL接続サービ
ス

（削除）

19.利用回線 17.利用回線

第6章　利用の制限 第6章　利用の制限

第22条（利用の制限） 第22条（利用の制限）

相互接続点を介して当社電気通信回線設備と相互接続する特定事業者の電
気通信回線であって、特定事業者の定める契約に基づいて設置されるもの

宇都宮ケーブルテレビ　インターネット接続サービス契約約款の一部改正

４．利用回線を用いて本サービスを提供している場合、次に掲げる機関に設置されている利用
回線（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります）以外のものによる通信の利
用を中止する措置をとることがあります。

４．契約者回線又は利用回線を用いて本サービスを提供している場合、次に掲げる機関に設置
されている契約者回線又は利用回線（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限りま
す）以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。

用語の意味

東日本電信電話株式会社

特定事業者の「DSL等接続専用サービス」

相互接続点を介して当社電気通信回線設備と相互接続する特定事業者の電
気通信回線であって、DSL接続サービスに係る契約に基づいて設置されるも
の

用語の意味

（削除）

（削除）



平成28年1月1日より実施

（旧） （新）

２．利用料 ２．利用料

2.2　インターネット接続サービス利用料金額 2.2　インターネット接続サービス利用料金額

 表-2.2  表-2.2

種類 料金額 種類 料金額

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ
1.5M　(ﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ）
(*4)

\2,800/月
(税込\3,024/月)

(削除) (削除)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ
8M　(ﾓﾃﾞﾑ買取）
(*2)

\2,297/月
(税込\2,480/月)

(削除) (削除)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ
8M　(ﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ）
(*5)

\2,967/月
(税込\3,204/月)

(削除) (削除)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ
12M　(ﾓﾃﾞﾑ買取）
(*3)

\2,697/月
(税込\2,912/月)

(削除) (削除)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ
12M　(ﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ）
(*6)

\3,367/月
(税込\3,636/月)

(削除) (削除)

(*1)(*2)(*3)(*4)(*5)(*6) 新規契約および他コースからのコース変更の受付はしておりません。 (*1) 新規契約および他コースからのコース変更の受付はしておりません。

2.3　 DSL接続ｻｰﾋﾞｽに係る回線利用料 (削除)

 表-2.3 (削除)

種類 料金額 (削除) (削除)

タイプ1
回線利用料

\168/月
(税込\181/月)

(削除) (削除)

タイプ２
回線利用料

\1,429/月
(税込\1,543/月)

(削除) (削除)

宇都宮ケーブルテレビ　インターネット接続サービス料金表の一部改正

内容

DSLを使用した最高速度下り1.5Mbps、上り512kbpsのイ
ンターネット接続サービス
・メールアドレス1個（100Mバイト）
・ホームページ容量30Mバイトを含む
・モデムはレンタル

内容

(削除)

DSLを使用した最高速度下り8Mbps、上り1Mbpsのイン
ターネット接続サービス
・メールアドレス1個（100Mバイト）
・ホームページ容量30Mバイトを含む
・モデムは買取

(削除)

DSLを使用した最高速度下り8Mbps、上り1Mbpsのイン
ターネット接続サービス
・メールアドレス1個（100Mバイト）
・ホームページ容量30Mバイトを含む
・モデムはレンタル

(削除)

DSLを使用した最高速度下り12Mbps、上り1Mbpsのイン
ターネット接続サービス
・メールアドレス1個（100Mバイト）
・ホームページ容量30Mバイトを含む
・モデムは買取

(削除)

DSL接続ｻｰﾋﾞｽに係る契約に基づいて当社のｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄを利用する場合、NTT回線の利用
料を別途お支払いいただきます。 (削除)

内容 (削除)

DSLを使用した最高速度下り12Mbps、上り1Mbpsのイン
ターネット接続サービス
・メールアドレス1個（100Mバイト）
・ホームページ容量30Mバイトを含む
・モデムはレンタル

(削除)

NTT加入電話とADSL利用回線を重畳する場合の回線利用
料

(削除)

NTT加入電話とADSL利用回線を重畳しない専用線型の場
合の回線利用料

(削除)



3.1　適用 3.1　適用
 表-3.1  表-3.1

種類 種類

(無)
月額版ウイルス対
策

3.2　使用料 3.2　使用料

 表-3.2  表-3.2

種類 料金額 種類 料金額

Webフィルタリング
\200/月

(税込\216/月)
Webフィルタリング

\200/月
(税込\216/月)

(無) (無)
月額版ウイルス対
策

\400/月
(税込\432/月)

４．手続きに関する料金等 ４．手続きに関する料金等

4.1　適用 4.1　適用

 表-4.1  表-4.1

区分 種類 区分 種類

設定手数料
ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄでのIPｱﾄﾞﾚｽ
種類の変更

設定手数料 (削除)

4.2　手続料 4.2　手続料

 表-4.2  表-4.2

単位 料金等 単位 料金等

1回の設定作業ごと
\1,000/月

(税込\1,080/月)
(削除) (削除)

(無)

内容

(削除)

1ライセンスごと(3台までインストール可能)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄでIPｱﾄﾞﾚｽをﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｱﾄﾞﾚｽから
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾄﾞﾚｽに変更設定を行なう場合に適用し
ます

内容

Webフィルタリングを利用するインターネット接続サー
ビス1加入契約ごと

1ライセンスごと(1台のみインストール可能)

内容 内容

内容

(無)

３．付加機能使用料 ３．付加機能使用料

内容

契約者がウイルス対策サービスの利用を希望する場合に適用します

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄでのIPｱﾄﾞﾚｽ種類の変更

種類 種類

(削除)



種類 料金額 種類 料金額

撤去工事費
別に算定する実費

相当額
撤去工事費

\5,000/1台
(税込\5,400/1台)
※同時撤去2台目

以降
\1,000/1台

(税込\1,080/1台)

(削除)

種類 料金額 (削除) (削除)

\3,050-
(税込\3,294-)

(削除)

\9,800-
(税込\10,584-)

(削除)

\1,200-
(税込\1,296-)

(削除)

\1,000-
(税込\1,080-)

(削除)

\9,800-
(税込\10,584-)

(削除)

\14,000-
(税込\15,120-)

(削除)

標準外工事費

お客様と工事業
者との間で調整
していただきま

す

(削除) (削除)

６．損害金等 ６．損害金等

6.2　損害金 6.2　損害金

種類 料金額 種類 料金額

損害金
\10,000-

(税込\10,800-)
(削除) (削除)

5.2  工事費

内容

5.3  DSL接続ｻｰﾋﾞｽに係る工事費

５．工事に関する費用 ５．工事に関する費用

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ・CATVひかりﾈｯﾄ解約に伴う撤去工事

5.2  工事費

内容

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ・CATVひかりﾈｯﾄ解約に伴う撤去工事

DSL接続ｻｰﾋﾞｽに係る契約に基づいて当社のｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄを利用する場合、NTTによる局内
工事、およびお客様宅保安器までの配線工事（タイプ２の場合のみ）が必要となり、費用
がNTTより請求されます。
回線がタイプ１の場合、ADSLモデム設置は通常お客様作業ですが、当社にて実施希望され
る場合、別途設置工事費を請求いたします。
回線がタイプ２の場合は、当社にて宅内配線工事およびADSLモデム設置を実施しますの
で、別途設置工事費が必要になります。

(削除)

内容

NTT局内工事費
（NTTより請求）

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

NTT局内工事費
（NTTより請求）

標準作業工程を超える作業あるいは物品が必要となる工
事

タイプ１工事費
標準モデム設置工事費
（お客様が当社設置を希望される場合）

タイプ２工事費

お客様宅保安器までの配線工事
（NTTより請求）

標準モデム設置工事費
（新規宅内配線なし）

標準モデム設置工事費
（新規宅内配線あり）

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

(削除)

内容

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ用モデム

内容

(削除)


