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テレビのサービス内容  

 

光回線を利用してアンテナなしで新 4K8K衛星放送を含む地上デジタル放送・BS デジタル放送が視聴できます。   

別途、スカパー！などをご契約いただくと、有料多チャンネル放送も視聴可能です。 

 

◎月額利用料 

サービス名 料金 

Marubeni 光テレビ 
750円（税込 825円） 

（内訳） 
Marubeni 光テレビ伝送サービス 450 円（税込 495 円） 

テレビ視聴サービス利用料      300 円（税込 330 円） 

＊NHK 受信料及び有料放送の視聴料は含まれません。 
＊テレビ視聴サービス利用料は、スカパーJSAT㈱との契約になります。ご請求は丸紅テレコムから代行請求します。 
＊Marubeni 光テレビ伝送サービスの利用料は、月中での契約または解約の場合は日割り計算となります。 
＊テレビ視聴サービス利用料は、月単位となります。ただし、転用日/事業者変更日が 1 日以外の場合、テレビ視聴サー

ビス利用料は翌月より課金開始します。 
 
◎初期費用 

区分 内容 料金 

転用手数料 フレッツ・テレビを単独で転用した場合のみ 1,840 円（税込 2,024 円） 

テレビ視聴サービス登録料 スカパーJSAT㈱との契約に伴う初期費用 2,800 円（税込 3,080 円） 

通常工事費 
Marubeni 光と同時工事の場合 4,500 円（税込 4,950 円） 

単独工事の場合 9,000 円（税込 9,900 円） 

テレビ接続工事費 

単独配線工事（テレビ 1 台の場合） 6,500 円（税込 7,150 円） 

新築戸建向け 
単独配線工事 

テレビ端子測定工事 6,500 円（税込 7,150 円） 

テレビ 1 台までの接続工事 6,500 円（税込 7,150 円） 

共聴設備接続工事（テレビ 4 台までの場合） 19,800 円（税込 21,780 円） 

工事調整費 
（上記テレビ接続工事に加算します） 

2,000 円（税込 2,200 円） 

  ＊上記は標準的な初期費用になります。お客様のテレビ設備や工事の内容によって異なります。 
＊初めてスカパーJSAT とご契約される場合は、初期費用としてテレビ視聴サービス登録料がかかります。ご請求は翌々月

に請求します。ただし、すでにご契約中などの場合、スカパーJSAT が契約者情報の一致した場合は請求いたしません。 
  ＊土日休日に工事を実施する場合は、3,000 円がかかります。夜間・深夜、年末年始は割増工事費がかかります。 
  ＊「Marubeni 光」「Marubeni 光電話」「Marubeni 光テレビ(通常工事費のみ)」に関する工事費の合計が 29,000

円（税込 31,900 円）を超える場合、29,000 円ごとに 3,500 円（税込 3850 円）が加算されます。 
  ＊テレビと映像用回線終端装置が別部屋での接続となる場合は複数台のテレビを接続する工事料が適用される場合が

あります。 
  ＊共聴設備接続工事は、映像用回線終端装置とお客様宅の共聴設備の接続、テレビ 4 台までの接続、テレビ等の設

定を行います。5 台以上の接続を行う場合は、費用が別途かかります。 
＊オフィスビル、テナントビル、事務所等といった非居住において、共聴設備接続工事は利用できません。 
＊お客さま宅内設備の状況により、増幅器(ブースター)の設置、同軸ケーブルの張替えが必要な場合があり、別途工事

費がかかります。 
   ＊映像用回線終端装置(映像用 ONU)からテレビまでの接続工事は、お客さまご自身で行っていただく場合と NTT 東

日本または NTT 西日本が実施する場合があります。 
 
＊テレビ接続工事をお客さまご自身で行う場合は、同軸ケーブルおよび分配器等をお客さまご自身でご用意いただく必要



                                         

                                                                                 

がございます。なお、同軸ケーブルは 5C-FB もしくは S-5C-FB 、テレビ周りが 4C-FB もしくは S-4C-FB の規格を、
分配器はアルミダイキャスト製のものを推奨します。 

 
◎その他工事費 

区分 内容 単位 
料金 

東日本エリア 西日本エリア 

端末接続工事 
各部屋のテレビ端子とテレビ 1 台の接続を行

う工事 
１台毎 

3,300 円 

（税込 3,630 円） 3,300 円 

（税込 3,630 円） 
端末設定工事 

テレビ接続工事を伴わない追加工事の際に、

テレビ周辺機器等の端末設定を行う工事 
１台毎 

1,700 円 

（税込 1,870 円） 

テレビ端子接続工事 テレビ端子の取替、同軸ケーブルの接続 １箇所毎 3,500 円（税込 3,850 円） 

同軸ケーブル新設工事 3m～30m の同軸ケーブルを新設する工事 １箇所毎 5,000 円（税込 5,500 円） 

同軸コード新設工事 3m までの同軸コードを新設する工事 １箇所毎 
1,000 円 

（税込 1,100 円） 

800 円 

（税込 880 円） 

ブースター設置工事 電波の増幅を行うブースターを新設する工事 １台毎 12,000 円（税込 13,200 円） 

2 分配器新設工事 2 分配器を新設する工事 １個毎 2,800 円（税込 3,080 円） 

3/4 分配器新設工事 3 分配器または 4 分配器を新設する工事 １個毎 4,000 円（税込 4,400 円） 

6/8 分配器新設工事 6 分配器または 8 分配器を新設する工事 １個毎 6,500 円（税込 7,150 円） 

同軸基本工事 
光テレビ利用開始後のお客様がオプション工

事のみをお申し込み頂く場合の派遣工事費 
１工事 4,500 円（税込 4,950 円） 

同軸工事事前現場調査 
非居住者向け TV 複数台接続工事の施工

可否、および施工内容の事前確認 
１工事 

7,000 円 

（税込 7,700 円） 
― 

工事調整費 
通常工事費以外の工事をお申し込みの場合

に発生します。 
１工事 2,000 円（税込 2,200 円） 

＊その他、実費が発生する場合があります。 
                                                                      
◎提供条件 

契約名義 

・利用回線の契約者と同一の方に限ります。原則として、個人視聴目的に限ります。 
・1 契約で複数の世帯に利用させる形態(シェアード形式)での視聴や、オフィスビル、
テナントビル等において、ビル又はフロア全体に対する共聴による視聴はできません。 

・映像用回線終端値の設置場所が専有部であること。共用部(MDF 室・BOX 等)
に設置されている場合は提供できません。 

・個人名義であっても BS 放送(有料)・CS 放送の視聴については、オフィス・店舗等
での視聴はできません。 

・法人名義での契約は可能ですが、事前に調査・確認が必要です。 
 CS 多チャンネル放送(スカパー!)を法人名義で利用の場合、番組提供事業者と 
直接契約が必要です。 

提供可能 
光回線プラン 

東日本エリア 
戸建プラン 
集合住宅プラン（光配線方式のみ） 

西日本エリア 戸建プランのみ 

＊集合住宅の接続可能なＴＶは１台のみです。 
 

◎提供エリア 

東日本エリア 
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、福島県、北海道の
各一部地域 
詳細エリア情報： https://flets.com/ftv/area.html 

西日本エリア 
大阪府、和歌山県、京都府、奈良県、滋賀県、兵庫県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、
広島県、岡山県、香川県、徳島県、福岡県、佐賀県の一部地域 
詳細エリア情報： https://flets-w.com/opt/ftv/area/ 

＊提供エリア内であっても、設備状況により、ご提供できない場合があります。 
 
 
 



                                         

                                                                                 

◎視聴可能なチャネル 

地上デジタル放送 

FM ラジオ 

お住いの地域により受信できるチャネル数が異なります。詳細は下記にてご確認ください。 

東日本エリア：https://flets.com/ftv/channel.html  

西日本エリア：https://flets-w.com/opt/ftv/terms/ 

BS デタジル放送 

公共放送  NHK BS1、NHKBS プレミアム 

無料放送  BS 日テレ、BS 朝日、BS-TBS、BS テレ東、BS フジ、BS11、他 

有料放送  WOWOW プライム、WOWOW ライブ、WOWOW シネマ、BS スカパー、 

      スターチャネル(1～3)、J SPORTS(1～4)、ディズニーチャンネル、他 

BS4K 放送 
（右旋） 

公共放送  NHK BS4K 

無料放送  BS 日テレ 4K、BS 朝日 4K、BS-TBS4K、BS テレ東 4K、BS フジ 4K 

BS4K 放送 
（左旋） 

無料放送  ショップチャンネル 4K、4K QVC 

有料放送  ザ・シネマ 4K  

BS8K 放送 
（左旋） 公共放送  NHK BS8K 

110 度 CS4K 放送
（左旋） 

有料放送  J SPORTS(1～4)4K、スターチャネル 4K、日本映画+時代劇 4K、他 

＊NHK 受信料、有料放送は別途スカパー!などの契約および月額基本料金・視聴料がかかります。 
  

◎必要機器 
・Marubeni 光テレビ工事の際に、お客さまのご利用形態にあったタイプの映像用の回線終端装置(映像用 
ONU)をお客様宅内に設置いたします。 

   ・Marubeni 光テレビのご視聴には、地上デジタル・BS/CS デジタル対応テレビまたはチューナーが必要となります。 
・新 4K8K 衛星放送のご視聴には、次のいずれかの対応機器が必要となります。 

      テレビ本体で「新 4K8K 衛星放送」を受信可能な 4K テレビ・8K テレビ 
「新 4K8K 衛星放送」対応のチューナーと 4K 対応テレビ・8K 対応テレビの組合せ 
BS/110 度 CS 左旋 4K・8K 放送のご視聴には、上記に加えて「専用アダプター(有料)」が必要となります。 
「光対応 新 4K8K 衛星放送アダプター」(9,000 円（税込 9,900 円）)を購入ご希望の方は、スカパー
JSAT カスタマーセンター(0120-818-666)へ直接お申込みください。なお、新設の通常工事と同時にテレビ
接続工事費を行う場合には、本商品の設置を行います。お客様ご自身でも設置可能です。 

 
◎有料チャンネルのご利用について 

・有料チャンネル放送の受信には、別途放送事業者が提供する放送サービスの契約、対応チューナーまたは専用端
末が必要になります。放送事業者へのお申し込み、および料金のお支払いが必要です。 

・「スカパー！」の有料サービスのご利用には、スカパーJSAT へのお申し込みと料金のお支払いが必要です。「スカパ
ー！プレミアムサービス光」の視聴には対応チューナーが必要になります。詳細はスカパーJSAT にご確認ください。 

・「WOWOW プライム」「WOWOW ライブ」「WOWOW シネマ」の有料サービスのご利用には、WOWOW への
お申し込みが必要になります（スカパー経由でのお申込みも可能）。詳細は WOWOW にご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

<サービス提供事業者> 

丸紅テレコム株式会社 

お問い合わせ先 【Marubeni光お客様センター】  

フリーダイヤル   0120-152-602 (受付付時間 平日 9:15～18:00) 

〒135-0061 東京都江東区豊洲三丁目 2 番 24 号 豊洲フォレシア 
ホームページ：https://www.mtc.co.jp/marubenihikari/ 


