
J:COM 電力に切り替えよう！J:COM 電力に切り替えよう！

電力セット割

12,000円 割引!（税抜）J:COMの
月額基本料金から

500円（税抜）/月 × 24カ月

新規・サービス追加で対象プランにご加入されると
例えば、新規・サービス追加で

「スマートもっとお得プラン1G 電力セット」に加入されると

6,000円 割引!（税抜）

500円（税抜）/月 × 12カ月

サービス変更で対象プランにご加入されると
例えば、サービス変更で

「スマートもっとお得プラン1G 電力セット」に加入されると

【電力セット割について】〈対象者〉対象プランに加入されたお客さま。【「J:COM 電力 家庭用コース」(以下、本サービス)に関する特定商取引法に基づく表示】※電気のご使用がない場合も、基本料金は発生します。※料金等の詳細は「加入契約約款 料金表
Ⅲ」をご確認ください。※本サービスは、一般送配電事業者の送配電線を利用するため、近隣の停電、その他天災地変などやむを得ない場合は、同様に停電します。※本サービスを含む長期契約プラン（電力セット）ご加入者さまが、J:COMサービスエリア外へ転
居される場合、本サービスのみ継続してご契約いただける場合があります。ご契約条件など、詳しくはお問い合わせください。※お住まいのエリアや現在のご契約内容によっては、本サービスへお切り替え・ご継続いただけない場合があります。●クーリング・オフ
について:1.本サービスご契約時にお渡しする「J:COMサービスご加入に関する重要事項説明」受領日から8日を経過する日までに弊社に書面でお申し出いただければ、本サービスの提供契約を解除することができます。本サービスの提供開始日(切替日)は、後
日弊社より通知します。2.既に本サービスがお客さまに提供開始されている場合は、本サービスの解約に関する費用は弊社が負担いたします。●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いたしま
す。【スマートもっとお得プラン1G 電力セットご契約条件】①3年間（集合住宅は2年間）の継続利用（同一名義・同一回線/自動更新）。②前記条件を満たさなくなった場合には、〈一戸建て〉ご利用開始・更新から解約まで、13カ月未満：35,000円（税抜）/13カ月以上
25カ月未満：25,000円（税抜）/25カ月以上36カ月未満：15,000円（税抜）、〈集合住宅〉25,000円（税抜）の契約解除料金が必要となります。③1契約ごとにTV1台、NET1回線、PHONE1回線またはメガパック1契約のみ。
※J:COM PHONEの事務用回線は、本プランの適用対象外となります。

※本サービスのご契約には、他の小売電気事業者とのご契約からJ:COMとの契約へお切り替えが必要です。※電力量料金の割引適用には、弊社指定のテ
レビまたはインターネットを含む長期契約プランへの新規ご加入が必要です。単体でご加入の場合、割引適用はありません。

J:COM 電力 家庭用コース

オール電化向けメニューも対象になりました！
※2016年3月31日までに九州電力の「季時別電灯」をご契約され、現在もご利用中の方が対象です。※ご加入には検針票のご提出が必要です。

※対象プランはほかにもあります。対象プランにはご契約条件があります。詳しくはお問い合わせください。

J:COMの
月額基本料金から

★1「J:COM MOBILE Aプラン スマホセット（音声通話+データ通信／長期契約タイプ）」ご契約の方。2年間の長期契約が条件となります。標準契約タイ
プの場合、月額1,380円（税抜）。別途ユニバーサルサービス料および通話料・SMS通信料などが必要です。

【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です。※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ります。また、各種変更には別途手数
料が必要です。※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）をお受け取りいただけない場合、到着予定日を含む8日目よりご利用料金が発生します。※ご利用開始月は、日割り計算でのご請求と
なります。【J:COM MOBILE Aプラン スマホセットについて】※auの4G LTEエリアでご利用可能です。3G通信はご利用いただけません。ご利用環境により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があり
ます。※最大通信速度の対応エリアは一部に限られます。【月間データ通信容量について】※当月ご利用の通信量が合計で月間データ通信容量（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200kbpsとなります。※ネットワーク混雑回避のため、当日を含まない直近3日間に6GB以上ご利用の場合、通信速度を終日制限させていただく場合があります。【J:COM MOBILE Aプラン スマホセッ
ト［0.5GB］長期契約タイプご契約条件】①2年間の継続利用（同一名義・同一回線/自動更新）。②前記条件を満たさなくなった場合かつ、世帯内でご契約中のJ:COM MOBILE Aプラン スマホセット［0.5GB］すべ
てを解約された場合、4,800円（税抜）の契約解除料金が必要となります。③ご契約は、1世帯あたり最大5回線まで。1回線につき、J:COM MOBILE（AプランまたはDプラン）、タブレットセットいずれか1台/1枚の
み。　【販売機器（J:COM MOBILE）について】〈iPhone 7（リファービッシュ）〉●仕様：［OS］iOS 12、［チップ］64ビットアーキテクチャ搭載A10 Fusionチップ/組み込み型M10モーションコプロセッサ、［容量］
128GB、［外寸寸法（約）］H138.3×W67.1×D7.1mm、［質量（約）］138g。　●㈱ジュピターテレコム所定の契約条件に基づく、以下記載の端末代金が必要です。支払回数は、1回・24回・48回よりお選びいただきま
す。途中解約される場合も、残余期間分の賦払金を一括でお支払いいただきます。支払時期・支払方法は、J:COM 大分からの請求に準じます。スマホセットでのご契約が必要です。●端末代金:〈iPhone 7（リファー
ビッシュ）〉72,000円（税抜）（24回分割時:3,000円（税抜）/回、48回分割時:1,500円（税抜）/回）。●手続きに関する料金：契約事務手数料4,500円（税抜）が必要です。ただし同時にそのほかのJ:COM 大分提供
サービスを新規・サービス追加で加入されると、契約事務手数料が2,800円（税抜）となる場合があります。　【販売機器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.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書面でお申し出いただければ、本機器の販売契約およびサービスの契約を解除することができます（通話料・SMS通信料などは除
く）。その際は、お申込年月日、商品名、現金販売価格、販売事業者（契約締結後書面冒頭に記載のもの）、お客さまのご住所、氏名を記載ください。2.既に本機器がお客さまに引き渡されている場合は、当該機器の引
き取りに要する費用は弊社が負担いたします。●販売事業者の責任：メーカー保証期間は、端末着荷日から起算して、180日間となります。修理・交換についてはJ：COM 大分までお問い合わせください。●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いたします。※iPhoneは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、ア
イホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。　TM and © 2018 Apple Inc. All rights reserved.

iPhone 7（リファービッシュ）は、登録修理事業者が総務省に届出をした修理方法に従って、修理・再整備された製品です。Apple社のメーカー保証、およびApple社が提供する「AppleCare+」の対象外となります。※コンセ
ントでの充電には、同梱のライトニングケーブルのほか、別途ACアダプター（別売）が必要です。

新生活を新しいスマホで！新生活を新しいスマホで！新生活を新しいスマホで！新生活を新しいスマホで！

iPhone 7（リファービッシュ）

新年度はJ:COM MOBILEで始めよう！
iPhone 7 好評発売中

（リファービッシュ）

★1

指定の長期契約プランへご加入の方。
別途端末購入が必要です。 ※在庫が無くなり次第販売終了。

カラーラインアップは、今後予告なく
追加・変更となる場合があります。

月間データ通信容量

光サービスエリアにお住まいの方が対象です

※4K放送および4K画質でのご視聴には、4K J:COM Boxのご契約と、HDMI2.0/HDCP2.2の規格に対応した4K対応テレビが必要です。※ご加入プランによりご視聴いただけるチャンネルが異なります。※ＢＳ4Ｋ
放送の録画のご利用にはソフトウェアのバージョンアップデートが必要となる場合がございます。※「ＢＳ日テレ 4Ｋ」は2019年9月１日より放送開始予定です。※「ＮＨＫ ＢＳ8Ｋ」は開始時期等を検討中です。
※「J SPORTS」のご視聴には別途、お申し込みおよび月額利用料金が必要となります。※一部チャンネルは「J:COM TVスタンダード」以上のご加入が必要です。契約条件などについてはお問い合わせください。※
YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google LLC の商標です。【4K J:COM Boxについて】※ご利用には、J:COM 大分が指定するテレビサービスへのご加入が必要です。※LAN端子をつかって接続可能な機器
は、一部に限定されます。※双方向サービス対応物件でご利用可能です。※この機能をご利用になるためには、J:COM NETへのご加入が必要です。※既にご加入のお客さまでも、双方向サービスのご利用に別途
工事（有料）が必要となる場合があります。※接続可能な外付けハードディスクは、4TB以下までのものとなります。

ハイビジョンの4倍の
画素数で、超高精細な映像！
まるで目の前で見ている
ような驚きの美しさ！

超高精細映像! ハイビジョンの4倍画素数!

ハイビジョン 1,920×1,080（約207万画素） 4K 3,840×2,160（約829万画素）

４K

４K J:COM Box　　　　　　活用シーン

放送スタート！
J:COM　　　❺つのポイント４K

❶ チャンネルが増える！

❷ 高画質！

❸ ハイビジョンテレビでも4K放送のチャンネルが見れる！

❹ YouTube 4Kが楽しめる！

❺ アンテナも不要！設備の変更なし！

▶チャンネルが増える！
▶将来の４Ｋテレビ
　買い替えに備えて！

▶チャンネルが増える！
▶高画質で見れる！
▶YouTube 4Kが楽しめる！対応テレビ

なら

4K
対応テレビ
でも

ハイ
ビジョン

設備の変更・追加は必要ありません。4Kチューナーもアンテナも不要です。
また、マンション・アパートにお住まいの方も安心してご利用いただけます。

あのYouTube の４Ｋコンテンツが視聴可能！

４Ｋでしか見れない番組がハイビジョンテレビでも楽しめます！

新４Kチャンネル

●スタンダードプラス

●スタンダード

●セレクト

J:COM TV J:COM 4K
▶ ▶ ▶

▶ ▶ ▶

▶ ▶ ▶

92ch以上

82ch以上

33ch以上

104ch以上 視聴可能！

94ch以上 視聴可能！

41ch以上 視聴可能！
※地デジ・BSデジタル放送を含みます。4K放送は、一部チャンネル・作品で視聴可能です。

※ご視聴時の画質は、ご使用のテレビにより異なります。
※HDMI端子が必要です。

※一部対応できない
　場合があります。

※コンテンツによっては正常に動作しない場合があります。
　ご契約プランによってはご利用いただけない場合があります。

®J:COM

詳しくは、au取扱店またはauホームページへ

＊1一部のコースは対象外です。＊2機種によって、ご加入いただける料金プランなどが異なります。※ケーブルラインからのサービス切替には、別途工事（有料）が必要です。
【割引額】〈auピタットプラン〉データ利用量2GB以下の場合：永年月額500円（税抜）割引／データ利用量2GB超の場合：永年月額1,000円（税抜）割引（auピタットプラン（シンプル）でデータ利用量1GB以
下の月は、割引適用無し）、〈auフラットプラン〉永年月額1,000円（税抜）割引。※ご加入の料金プランにより割引額は異なります。その他の料金プランについては、auホームページをご確認ください。
【auスマートバリュー（以下、本割引）について】
※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、お申し込みいただけます。50歳以上のご家族の場合は、J:COMサービスにご契約している住
所と別住所でもお申し込みいただけます。別姓やau端末が累計5回線以上の場合は、ご家族・同一住所であることの証明書が必要です（別住所で50歳以上はご家族の証明書のみ）。※適
用は、au端末10回線まで。※本割引にお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）、お申込翌月ご利用分から
割引適用となります。※au端末ご利用料金より割引されます。※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します。月末時点で条件を満たさない月は割引
適用されません。※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となります。※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となります。またこの場合、本割引の再登録が必要となる場合があります。※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、それまでの割引額がau端末ご利用料金に合算請求されます。※KDDIが実施する他の施策とは併用できない場合があり
ます。※別途契約にかかる費用、ユニバーサルサービス料などが必要です。

auスマートバリュー ※auへのお申し込みが必要です

097-542-1121
【ご注意】※2019年7月末までに工事完了の方が対象です。※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があります。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
料金は含まれません。※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／初期費用などが必要です。
※長期契約プラン以外の料金プラン（自動更新・契約解除料金無し）もご用意しています。※長期契約プランの適用がない場合、
J:COM TV、J:COM NETには6カ月の最低利用料金があり、途中解約の場合は残月分のご利用料金（消費税相当額含む）を一括してお支払いいただきます。※割引およびキャッシュバック・特典内容は予告なく変更となる場合がありま
す。※2018年12月末現在（一部除く）。※「J:COM MOBILE」、「くらしサポートサービス」はJ:COM 大分の全エリア、その他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物件のみ）、豊後大野
市、九重町で提供しています。なおご住所や建物によってはご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があります。※会社名・製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標で
す。一部申請中のものを含みます。※表示価格は、特に記載のある場合を除き税抜です。別途消費税分をご請求いたします。※画像・画面・イラストはすべてイメージです。

お問い合わせ・お申し込みは

2019.02.207268

〒870-1193 
大分市松が丘三丁目1-12
jcom 大分

AM9：00～PM6：00
（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」をつけてお電話ください。

J:COMサービスのご利用 auサービスのご利用

ネット 電 話
au

スマホテレビ＊1

＊2
いずれか2サービス以上

※J:COM MOBILEは適用対象外です
指定の料金プランなど

J:COMとセットで、
auスマホのご利用料金が

永年割引！

お友達ご紹介で

お友達をご紹介いただき、ご成約になった場合
あなたに商品券を郵送いたします!!

※商品券の金額は消費税率が変動しても変わりません。　イラストはイメージです。

新規ご契約者さまご紹介で

既加入者さまの
サービス追加ご紹介で

10,000
5,000

の商品券プレゼント!

の商品券プレゼント!

円円

円円

【お友達紹介特典について】＜対象者＞※大分ケーブルテレコム提供サービスにご加入中で、専用はがき経由でお知り合いをご紹介いただいたお客さま。※ご紹介いただくお客さまが対象サービスへお申込みの上、
申込月の6カ月後までの工事完了が必要です。※ご紹介いただくお友達は、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となります。＜対象サービス＞大分ケーブルテレコム提供のTV・NET・
PHONE＜適用＞※同一名義でのご契約は適用対象外。※商品券の発送は、ご紹介いただくお客さまの設置工事完了翌月末となります。※ご紹介いただくお客さまが新規・サービス追加でご契約いただいた日から1カ
月以内に紹介ハガキを投函された方のみ対象となります。（消印有効）※大分ケーブルテレコムエリア内でのご紹介に限ります。＜ご注意＞※各サービスのオプション追加・サービス変更は対象外となります。※弊社関
係者・弊社サービス未加入者・弊社提供エリア以外にお住まいの方からのご紹介は対象外となります。

春春のの

キャン
ペーン
実施中!

SPRING CAMPAIGN 2019
2019年2月1日（金）▶▶4月30日（火）キャンペーン期間

平

成最後！

大分ケーブルテレコムにお友達を紹介してください！

キャンペーン

実施中

　 円
工事費

０

4Kサービス
スタート


