
3,000円月額プラン

話題の映画や番組を、観たいときに観たいだけ。

［月額料金］

ベーシックプラン 画質：HD/同時に視聴可能な画面数：１

スタンダードプラン 画質：フルHD/同時に視聴可能な画面数：2

プレミアムプラン 画質：UHD4K/同時に視聴可能な画面数：4

990円

1,490円

1,980円

ケーブルテレビ
サービスガイド
毎日を、もっと楽しく！

快適に！

テレビも、動画も、
ネットも、電話も、
全部おまかせ！
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2211-0000001

新宿区

千代田区

中央区

渋谷区 港区

江東区

墨田区

〒135-0016 東京都江東区東陽4-10-4
東陽町SHビル3F

お問合せ・お申し込み・
各種キャンペーンについては

お電話・パソコン・スマホから

※江東区、中央区内においても地域によりサービスが提供
できないエリアもあります。サービス提供エリアの詳細は
弊社カスタマーセンターまでお問合せください。

［料金プラン］

月額プラン 同時に視聴可能な画面数:2 3,000円

シンプルネットⅡ（30M以上）やスマートパックⅡと
一緒のご利用で、月々のお支払いが110円OFFになります。

TV NET

スマートミニⅡ
［特割］

NET

シンプルネットⅡ160M
［特割］

https://www.baynet.ne.jp/vod/netflix/
詳しくはコチラ！

Netflixは、世界190以上の国や地域で2億2,300万人以上のメンバーを持つ、

最大級の動画配信サービス。懐かしの名作、ハリウッドの最新作などに加え、

魅力あふれるオリジナルコンテンツも毎月配信中です。

おすすめプラン

6,440円
合計月額で

5,560円
合計月額で

スポーツいろいろ、年間10,000試合以上が見放題。

シンプルネットⅡ（30M以上）やスマートパックⅡと
一緒のご利用で、月々のお支払いが110円OFFになります。

TV NET

スマートミニⅡ
［特割］

NET

シンプルネットⅡ160M
［特割］

おすすめプラン

一緒にすれば、さらにおトク！ 一緒にすれば、さらにおトク！

7,950円
合計月額で

7,070円
合計月額で

※表記の金額は特に記載のある
場合を除きすべて税込です。https://www.baynet.ne.jp/vod/dazn/

詳しくはコチラ！ ※表記の金額は特に記載のある
場合を除きすべて税込です。

※記載の月額利用料金は、Netflix社の利用規約に基づき変更となる場合があります。
※記載の月額利用料金は、DAZN社の利用規約に基づき変更となる場合があります。

1,490円スタンダード
プラン

1,490円スタンダード
プラン

東京ベイネット

3,000円月額プラン

「DAZN（ダゾーン）」は、スポーツファンが好きなスポーツを、
いつでもどこでもお楽しみいただけるスポーツ・チャンネルです。

世界最高峰のあらゆるスポーツの興奮をお届けし、あらゆるスポーツのライブ中継
のみならず、見逃し配信やハイライト、オリジナルコンテンツも見放題。

テレビ、スマートフォン、PC、タブレット端末、ゲーム機などマルチデバイス対応をしており、
いつでもどこでもスポーツ観戦をお楽しみいただけます。

0120-44-3404

https://www.baynet .ne.jp

Youtube www.youtube.com/user/baynetcomich

@BAYNET_PRTwitter

受付時間

10：00～18：00
※日曜・当社指定休日を除く

［事務手数料について］
●基本サービス契約にあたり、5,500円の事務手数料が発生いたします。

［工事費用について］
●新規契約時に6,600円の基本工事費及び基本サービスを1サービス契約ごとに
13,200円の工事費用が発生いたします。

●テレビ、インターネットの工事費用は24か月の分割支払いとなりますが、割引特典適用に
より実質無料となります。契約から24か月以内で解約される場合は、お支払いいただいて
いない残債額を一括でお支払いいただきます。
※電話の基本工事費と機器設置は一括払いとなります。

●パックコースを一部だけ解約される場合は、お支払いいただいていない残債額を一括
支払いまたは分割支払いの継続か選択いただけます。

●該当サービスを25か月目以降に解約される場合は、工事費用は発生いたしません。

［特割について］
●デジタルプレミアムⅡ特割、デジタルベーシックⅡ特割、シンプルネットⅡ160Mホーム特割、
シンプルネットⅡ160Mマンション特割、シンプルネットⅡ30M特割、ベイネットワイヤ
レスⅡ、スマートプレミアムⅡ特割、スマートベーシックⅡ特割、スマートミニⅡ特割は、課金
開始月より24か月間（契約満了月自動更新）が契約期間です。契約更新月に解約、他の
プランへの変更などお申し出がない限り、ご契約は自動更新されます。契約更新月以外で
解約された場合は、契約解除料(利用料金1か月分)をお支払いいただきます。

●契約更新月：23・24・25か月目

©百世渡／集英社 ©Netflix



※1 住宅用3級取扱局のプッシュ回線用料金。NTT東日本・NTT西日本の＠ビリング、Myビリングの場合、121円/月が減額
されます（お客様のお支払方法やご利用の回線種別・取扱局によっては対象外となります）。 ※2 別途、ユニバーサルサービス料
および電話リレーサービス料を請求させていただきます。

電話番号、使い勝手はそのままで、基本料金・通話料がおトク
ケーブルプラス電話どうしなら、日本全国24時間通話無料。

電話
基本料も、通話料も、おトクに！

NTT加入電話

1,870円/月
※1※2

1,463円/月※2

NTT基本料と比べると  年間4,884円もおトク！

NTT加入電話1,870円/月※1 ※2

※21,463円/月

月額基本料がおトク！
月々407円もおトク！

auスマートバリュー対応
UQ自宅セット割対応

※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※各サービスにご加入の際は、別途工事費用等がかかります。

スマートパックⅡ おすすめプラン

※スマートプレミアムⅡ特割、スマートベーシックⅡ特割、スマートミニⅡ特割は、課金開始月より24か月間（契約満了時自動更新）が契約　　 期間です。契約更新月に解約、他のプランへの変更などお申し出がない限り、契約は自動更新されます。契約更新月以外で解約された場合は、
契約解除料(利用料金1か月分)をお支払いいただきます。　●契約更新月：23・24・25か月目　＊その他の注意事項は裏面をご覧ください。　　※ケーブルプラスSTB-2は、KDDI株式会社の登録商標です。　※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporation
および／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。　

auへのお申し込みが必要

UQへのお申し込みが必要

※1 シンプルネットⅡ160Mホーム特割、シンプルネットⅡ160Mマンション特割、シンプルネットⅡ30M特割は、課金開始月より24か月間
（契約満了後自動更新）が契約期間です。契約更新月に解約、他のプランへの変更などお申し出がない限り、契約は自動更新されます。
契約更新月以外で解約された場合は、契約解除料(利用料金1か月分)をお支払いいただきます。　●契約更新月：23・24・25か月目
＊その他の注意事項は裏面をご覧ください。　※2 ベストエフォート型サービスとなりますので、最大通信速度は必ずしも保障されるもの
ではありません。パソコンの処理能力やメモリの空き容量などにより、十分な速度が得られない場合があります。

インターネット
快適なネット環境を低価格で！

サービス月額利用料

特割なら利用料無料

Wi-Fiで快適！

［例えばシンプルネットⅡ160Mの特割なら…］※1おトクな特割をご用意

＊写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

スマホのデータ容量を気にすることなく利用できます。

プリンターパソコン
スマホ
タブレット

プロバイダ料・
モデム料込み
だから安い！

2,090円シンプルネットⅡ3M 256kbps

コース 下り最大※2 上り最大※2 通常利用料 特割利用料※1

シンプルネットⅡ160M
［ホーム］
シンプルネットⅡ160M
［マンション］

シンプルネットⅡ30M

160Mbps

160Mbps

30Mbps

3Mbps

10Mbps

10Mbps

1.5Mbps

5,830円
4,950円
3,630円

5,060円
4,180円
3,300円

−

さらに

無線LAN内蔵モデム

1ヶ月で770円OFF! 2年間で18,480円OFF!

★auスマートバリュー対応 ★UQ自宅セット割対応

デジタルミニⅡ

ケーブルテレビの、選べる3コース
auスマートバリュー対応 UQ自宅セット割対応各コースとも

映画も、スポーツも、ドラマも、アニメも、
ベイネットでとことん楽しめる！

テレビ 最
大76ch

充実のチャンネルラインアップ！

多彩な
チャンネルの
詳細はこちら！

月額1,870円
※1 デジタルプレミアムⅡ特割、デジタルベーシックⅡ特割は、課金開始月より24か月間（契約満了時自動更新）が契約期間です。
契約更新月に解約、他のプランへの変更などお申し出がない限り、契約は自動更新されます。契約更新月以外で解約された
場合は、契約解除料(利用料金1か月分)をお支払いいただきます。　●契約更新月：23・24・25か月目
＊その他の注意事項は裏面をご覧ください。

月額6,710円
デジタルプレミアムⅡ

5,830円

880円もおトク！
特割※1だと

専門50ch
地上デジタル BSデジタル

月額4,840円
デジタルベーシックⅡ

4,290円

550円もおトク！
特割※1だと

専門35ch
地上デジタル BSデジタル

3つのショッピングチャンネル 地上デジタル BSデジタル

【自宅セット割】＜条件:①+②にご加入＞
①UQ mobileで対象の料金プラン
②対象のご自宅のインターネットサービス（「ネット」+「電話」、「ネット」+「テレビ」、「テレビ」+「電話」）
※①②のご契約者が同一姓・同一住所の場合、お申し込みできます。

※「データ無制限+音声通話プラン」「スマホプラン」「くりこしプラン」（以下、「旧プラン」）から本プランへ契約移行する場合、旧プランの各種データ
　容量（くりこし分/月間データ容量/追加購入データ容量）は引継ぎは行いませんが、月の途中に本プランへ契約移行する場合も本プランの月間データ
　容量をご利用いただけます。

【共通注意事項】
※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。
※別途機種代金、契約にかかる費用、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料などがかかります。
※掲載の内容は2022年11月18日現在の情報です。受付時期により、内容が変更となる場合があります。

★1:UQ mobile回線合計10回線までとなります。「くりこしプラン+5G」でご家族がau回線をお持ちの場合、割引となるUQ mobile回線は、ご家族の
　　au回線と合わせて10回線までとなります。

【くりこしプラン +5G】
※本プランはスマートフォン（5G）向けプランです。スマートフォン（4G LTE）でもご契約できますが、その場合4G LTE通信でのご利用となります。
※データ容量の消費は、くりこし分→月間データ容量（増量データ容量含む）→追加チャージ購入分の順番に行われます。くりこし上限は、前月の基本データ
　残容量分までで、当月末まで利用可能です。
　｢くりこしプラン +5G」内で月途中にプラン変更が適用される場合、適用月の月間データ容量は、プラン変更前後でデータ容量の大きい方のプランのデータ
　容量となります。

※5Gは一部エリアでの提供です。詳しくはUQホームページにてご確認ください。

自宅セット割

割引前1,628円/月が
くりこしプランS +5G

990円（税込）/月
※現在「くりこしプラン」ご契約中のお客様は、「くりこしプラン +5G」への
　プラン変更で、自宅セット割をご利用いただけます。

離れて暮らすご家族も
50歳以上なら割引の対象に！

家族みんなが対象★1
ネットとセットでauスマホのご利用料金が

月々のお支払いイメージ
くりこしプランS +5G料金プラン名 くりこしプランM +5G くりこしプランL +5G

3GB/月データ容量 15GB/月 25GB/月
Ⅰ：ご利用料金 1,628円/月 2,728円/月 3,828円/月
Ⅱ：自宅セット割★3 －638円/月 －638円/月 －858円/月
お支払合計額 Ⅰ-Ⅱ 990円/月 2,090円/月 2,970円/月

［条件］［条件］

ケーブルプラス
電話 テレビCATV

インターネット※

または または ※ シンプルネットⅡ160M
［ホーム・マンション］または
シンプルネットⅡ30M

［いずれか2サービス以上］東京ベイネットワーク

1人あたり

ずーっと

★1 ご契約はご自宅のインターネットサービス1回線につき、au携帯電話合計10回線までです。「auスマートバリュー」をご契約の回線が「家族割プラス」グループ
またはUQ mobileの「自宅セット割」グループにも加入している場合、各グループにご加入のau/UQ携帯電話も回線数のカウントに含まれます。同一のau
携帯電話は重複して申込できません。※ご自宅のインターネットサービスとau携帯電話のご契約者が同一姓・同一住所の場合、お申し込みできます。50歳以上のご家族
の場合は、対象のご自宅のインターネット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できます。別姓やau携帯電話が累計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）。※お申し込み翌月以降から割引適用です。※割引額は、
月末時点で加入中のau携帯電話の料金プランやデータ定額サービスにより判定します。※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、機種代金、通話・通信料、契約にかかる費用、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料などがかかります。○Amazon、Amazonプライムおよび
これらに関連するすべての商標は、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

【割引額】＜ピタットプラン5G/4G LTE＞データ容量◎1GB超：永年550円/月（税込/月割引）（データ容量～1GBご利用の月は割引適用されません。）
＜使い放題MAX 5G ALL STARパック・使い放題MAX 5G テレビパック・使い放題MAX 5G Netflixパック(P) ・使い放題MAX 5G Netflix
パック・使い放題MAX 5G DAZNパック＞永年1,100円/月（税込/月割引）※ご加入のプランにより割引額が異なります。月の途中でのご解約などの
場合、満額かかります。詳しくはauホームページをご確認ください。

＊その他の条件など、詳しくはau取扱店スタッフまたはauホームページまで。 表記の金額はすべて税込です。

表記の金額はすべて税込です。

※別途利用料・オプション料がかかります。インターネットサービス解約時に、ご契約期間に応じて契約解除料が発生する場合があります。
  （スマートミニⅡ［特割］（テレビ+シンプルネットⅡ160M）の場合、契約期間2年、契約解除料5,060円）
★2「ネット＋電話」、「ネット＋テレビ」、「電話＋テレビ」を同一のご自宅のインターネットサービスでご加入の場合に限ります。　
※対象のご自宅のインターネットサービスの詳細については、au取扱店スタッフまたはauホームページへご確認ください。

★2:衛星船舶電話や、他社が料金設定している電話番号への通話などは料金が異なります。
★3:別途利用料・オプション料がかかります。インターネットサービス解約時に、ご契約期間に応じて契約解除料が発生する場合があります。
　　（スマートミニⅡ［特割］（テレビ+シンプルネットⅡ160M）の場合、契約期間2年、契約解除料5,060円）

通話料（22円/30秒★2）など別途かかります。

ネットとセットで、ご家族全員★1スマホ料金がおトク！

ケーブルテレビとauスマホのセットがおトク

UQ mobile

データ容量

3GB/月

くりこしプラン +
5G（S/M/L）

(インターネットコース）

［条件］［条件］

ケーブルプラス
電話 テレビCATV

インターネット※

または または ※ シンプルネットⅡ160M
［ホーム・マンション］または
シンプルネットⅡ30M

［いずれか2サービス以上］ au
auスマホで対象の
料金プラン＊にご加入

＊その他の条件など、詳しくは店頭スタッフ・UQホームページへ。

東京ベイネットワーク★2

8,910円
月々3,190円も

おトク！

月々3,190円も
おトク！

月々2,310円も
おトク！

7,260円

5,060円

12,100円

10,450円

7,370円

テレビサービス インターネットサービス

専 門

50ch

スマート
プレミアムⅡ

スマート
ベーシックⅡ

スマート
ミニⅡ

スマートパックⅡ スマートパックⅡ［特割］

デジタルベーシックⅡ

デジタルプレミアムⅡ

デジタルミニⅡ

シンプルネットⅡ160M
&

無線LAN内蔵モデム

ベイネット
ワイヤレスⅡ

or

or

2TB HDD

&
音声検索

Web動画視聴

Netflixアプリ対応

＊機種により、ご加入いただける
　料金プランが異なります。

「ケーブルプラス電話」の通話料金および、ユニバーサルサービス料、
電話リレーサービス料が別途必要となります。
その他、料金の詳細については、下記ホームページにてご覧ください。　
KDDI ホームページ　https://www.kddi.com/catv-service/denwa/

HDD内蔵Hit Pot

ケーブルプラスSTB-2

シンプルネットⅡ160Mなら
auスマートバリュー、
UQ自宅セット割に対応

スマプラ6
ネットサービス30M以上
ご加入のお客様

ネットサービス30M以上
ご加入のお客様

ネット、PC、
TVのお悩み
解決！

2台のルーターで
家中つながる！

メッシュ
Wi-Fi

月額 660円



※1 住宅用3級取扱局のプッシュ回線用料金。NTT東日本・NTT西日本の＠ビリング、Myビリングの場合、121円/月が減額
されます（お客様のお支払方法やご利用の回線種別・取扱局によっては対象外となります）。 ※2 別途、ユニバーサルサービス料
および電話リレーサービス料を請求させていただきます。

電話番号、使い勝手はそのままで、基本料金・通話料がおトク
ケーブルプラス電話どうしなら、日本全国24時間通話無料。

電話
基本料も、通話料も、おトクに！

NTT加入電話

1,870円/月
※1※2

1,463円/月※2

NTT基本料と比べると  年間4,884円もおトク！

NTT加入電話1,870円/月※1 ※2

※21,463円/月

月額基本料がおトク！
月々407円もおトク！

auスマートバリュー対応
UQ自宅セット割対応

※表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。

※各サービスにご加入の際は、別途工事費用等がかかります。

スマートパックⅡ おすすめプラン

※スマートプレミアムⅡ特割、スマートベーシックⅡ特割、スマートミニⅡ特割は、課金開始月より24か月間（契約満了時自動更新）が契約　　 期間です。契約更新月に解約、他のプランへの変更などお申し出がない限り、契約は自動更新されます。契約更新月以外で解約された場合は、
契約解除料(利用料金1か月分)をお支払いいただきます。　●契約更新月：23・24・25か月目　＊その他の注意事項は裏面をご覧ください。　　※ケーブルプラスSTB-2は、KDDI株式会社の登録商標です。　※TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporation
および／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。　

auへのお申し込みが必要

UQへのお申し込みが必要

※1 シンプルネットⅡ160Mホーム特割、シンプルネットⅡ160Mマンション特割、シンプルネットⅡ30M特割は、課金開始月より24か月間
（契約満了後自動更新）が契約期間です。契約更新月に解約、他のプランへの変更などお申し出がない限り、契約は自動更新されます。
契約更新月以外で解約された場合は、契約解除料(利用料金1か月分)をお支払いいただきます。　●契約更新月：23・24・25か月目
＊その他の注意事項は裏面をご覧ください。　※2 ベストエフォート型サービスとなりますので、最大通信速度は必ずしも保障されるもの
ではありません。パソコンの処理能力やメモリの空き容量などにより、十分な速度が得られない場合があります。

インターネット
快適なネット環境を低価格で！

サービス月額利用料

特割なら利用料無料

Wi-Fiで快適！

［例えばシンプルネットⅡ160Mの特割なら…］※1おトクな特割をご用意

＊写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

スマホのデータ容量を気にすることなく利用できます。

プリンターパソコン
スマホ
タブレット

プロバイダ料・
モデム料込み
だから安い！

2,090円シンプルネットⅡ3M 256kbps

コース 下り最大※2 上り最大※2 通常利用料 特割利用料※1

シンプルネットⅡ160M
［ホーム］
シンプルネットⅡ160M
［マンション］

シンプルネットⅡ30M

160Mbps

160Mbps

30Mbps

3Mbps

10Mbps

10Mbps

1.5Mbps

5,830円
4,950円
3,630円

5,060円
4,180円
3,300円

−

さらに

無線LAN内蔵モデム

1ヶ月で770円OFF! 2年間で18,480円OFF!

★auスマートバリュー対応 ★UQ自宅セット割対応

デジタルミニⅡ

ケーブルテレビの、選べる3コース
auスマートバリュー対応 UQ自宅セット割対応各コースとも

映画も、スポーツも、ドラマも、アニメも、
ベイネットでとことん楽しめる！

テレビ 最
大76ch

充実のチャンネルラインアップ！

多彩な
チャンネルの
詳細はこちら！

月額1,870円
※1 デジタルプレミアムⅡ特割、デジタルベーシックⅡ特割は、課金開始月より24か月間（契約満了時自動更新）が契約期間です。
契約更新月に解約、他のプランへの変更などお申し出がない限り、契約は自動更新されます。契約更新月以外で解約された
場合は、契約解除料(利用料金1か月分)をお支払いいただきます。　●契約更新月：23・24・25か月目
＊その他の注意事項は裏面をご覧ください。

月額6,710円
デジタルプレミアムⅡ

5,830円

880円もおトク！
特割※1だと

専門50ch
地上デジタル BSデジタル

月額4,840円
デジタルベーシックⅡ

4,290円

550円もおトク！
特割※1だと

専門35ch
地上デジタル BSデジタル

3つのショッピングチャンネル 地上デジタル BSデジタル

【自宅セット割】＜条件:①+②にご加入＞
①UQ mobileで対象の料金プラン
②対象のご自宅のインターネットサービス（「ネット」+「電話」、「ネット」+「テレビ」、「テレビ」+「電話」）
※①②のご契約者が同一姓・同一住所の場合、お申し込みできます。

※「データ無制限+音声通話プラン」「スマホプラン」「くりこしプラン」（以下、「旧プラン」）から本プランへ契約移行する場合、旧プランの各種データ
　容量（くりこし分/月間データ容量/追加購入データ容量）は引継ぎは行いませんが、月の途中に本プランへ契約移行する場合も本プランの月間データ
　容量をご利用いただけます。

【共通注意事項】
※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。
※別途機種代金、契約にかかる費用、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料などがかかります。
※掲載の内容は2022年11月18日現在の情報です。受付時期により、内容が変更となる場合があります。

★1:UQ mobile回線合計10回線までとなります。「くりこしプラン+5G」でご家族がau回線をお持ちの場合、割引となるUQ mobile回線は、ご家族の
　　au回線と合わせて10回線までとなります。

【くりこしプラン +5G】
※本プランはスマートフォン（5G）向けプランです。スマートフォン（4G LTE）でもご契約できますが、その場合4G LTE通信でのご利用となります。
※データ容量の消費は、くりこし分→月間データ容量（増量データ容量含む）→追加チャージ購入分の順番に行われます。くりこし上限は、前月の基本データ
　残容量分までで、当月末まで利用可能です。
　｢くりこしプラン +5G」内で月途中にプラン変更が適用される場合、適用月の月間データ容量は、プラン変更前後でデータ容量の大きい方のプランのデータ
　容量となります。

※5Gは一部エリアでの提供です。詳しくはUQホームページにてご確認ください。

自宅セット割

割引前1,628円/月が
くりこしプランS +5G

990円（税込）/月
※現在「くりこしプラン」ご契約中のお客様は、「くりこしプラン +5G」への
　プラン変更で、自宅セット割をご利用いただけます。

離れて暮らすご家族も
50歳以上なら割引の対象に！

家族みんなが対象★1
ネットとセットでauスマホのご利用料金が

月々のお支払いイメージ
くりこしプランS +5G料金プラン名 くりこしプランM +5G くりこしプランL +5G

3GB/月データ容量 15GB/月 25GB/月
Ⅰ：ご利用料金 1,628円/月 2,728円/月 3,828円/月
Ⅱ：自宅セット割★3 －638円/月 －638円/月 －858円/月
お支払合計額 Ⅰ-Ⅱ 990円/月 2,090円/月 2,970円/月

［条件］［条件］

ケーブルプラス
電話 テレビCATV

インターネット※

または または ※ シンプルネットⅡ160M
［ホーム・マンション］または
シンプルネットⅡ30M

［いずれか2サービス以上］東京ベイネットワーク

1人あたり

ずーっと

★1 ご契約はご自宅のインターネットサービス1回線につき、au携帯電話合計10回線までです。「auスマートバリュー」をご契約の回線が「家族割プラス」グループ
またはUQ mobileの「自宅セット割」グループにも加入している場合、各グループにご加入のau/UQ携帯電話も回線数のカウントに含まれます。同一のau
携帯電話は重複して申込できません。※ご自宅のインターネットサービスとau携帯電話のご契約者が同一姓・同一住所の場合、お申し込みできます。50歳以上のご家族
の場合は、対象のご自宅のインターネット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できます。別姓やau携帯電話が累計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）。※お申し込み翌月以降から割引適用です。※割引額は、
月末時点で加入中のau携帯電話の料金プランやデータ定額サービスにより判定します。※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、機種代金、通話・通信料、契約にかかる費用、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料などがかかります。○Amazon、Amazonプライムおよび
これらに関連するすべての商標は、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

【割引額】＜ピタットプラン5G/4G LTE＞データ容量◎1GB超：永年550円/月（税込/月割引）（データ容量～1GBご利用の月は割引適用されません。）
＜使い放題MAX 5G ALL STARパック・使い放題MAX 5G テレビパック・使い放題MAX 5G Netflixパック(P) ・使い放題MAX 5G Netflix
パック・使い放題MAX 5G DAZNパック＞永年1,100円/月（税込/月割引）※ご加入のプランにより割引額が異なります。月の途中でのご解約などの
場合、満額かかります。詳しくはauホームページをご確認ください。

＊その他の条件など、詳しくはau取扱店スタッフまたはauホームページまで。 表記の金額はすべて税込です。

表記の金額はすべて税込です。

※別途利用料・オプション料がかかります。インターネットサービス解約時に、ご契約期間に応じて契約解除料が発生する場合があります。
  （スマートミニⅡ［特割］（テレビ+シンプルネットⅡ160M）の場合、契約期間2年、契約解除料5,060円）
★2「ネット＋電話」、「ネット＋テレビ」、「電話＋テレビ」を同一のご自宅のインターネットサービスでご加入の場合に限ります。　
※対象のご自宅のインターネットサービスの詳細については、au取扱店スタッフまたはauホームページへご確認ください。

★2:衛星船舶電話や、他社が料金設定している電話番号への通話などは料金が異なります。
★3:別途利用料・オプション料がかかります。インターネットサービス解約時に、ご契約期間に応じて契約解除料が発生する場合があります。
　　（スマートミニⅡ［特割］（テレビ+シンプルネットⅡ160M）の場合、契約期間2年、契約解除料5,060円）

通話料（22円/30秒★2）など別途かかります。

ネットとセットで、ご家族全員★1スマホ料金がおトク！

ケーブルテレビとauスマホのセットがおトク

UQ mobile

データ容量

3GB/月

くりこしプラン +
5G（S/M/L）

(インターネットコース）

［条件］［条件］

ケーブルプラス
電話 テレビCATV

インターネット※

または または ※ シンプルネットⅡ160M
［ホーム・マンション］または
シンプルネットⅡ30M

［いずれか2サービス以上］ au
auスマホで対象の
料金プラン＊にご加入

＊その他の条件など、詳しくは店頭スタッフ・UQホームページへ。

東京ベイネットワーク★2

8,910円
月々3,190円も

おトク！

月々3,190円も
おトク！

月々2,310円も
おトク！

7,260円

5,060円

12,100円

10,450円

7,370円

テレビサービス インターネットサービス

専 門

50ch

スマート
プレミアムⅡ

スマート
ベーシックⅡ

スマート
ミニⅡ

スマートパックⅡ スマートパックⅡ［特割］

デジタルベーシックⅡ

デジタルプレミアムⅡ

デジタルミニⅡ

シンプルネットⅡ160M
&

無線LAN内蔵モデム

ベイネット
ワイヤレスⅡ

or

or

2TB HDD

&
音声検索

Web動画視聴

Netflixアプリ対応

＊機種により、ご加入いただける
　料金プランが異なります。

「ケーブルプラス電話」の通話料金および、ユニバーサルサービス料、
電話リレーサービス料が別途必要となります。
その他、料金の詳細については、下記ホームページにてご覧ください。　
KDDI ホームページ　https://www.kddi.com/catv-service/denwa/

HDD内蔵Hit Pot

ケーブルプラスSTB-2

シンプルネットⅡ160Mなら
auスマートバリュー、
UQ自宅セット割に対応

スマプラ6
ネットサービス30M以上
ご加入のお客様

ネットサービス30M以上
ご加入のお客様

ネット、PC、
TVのお悩み
解決！

2台のルーターで
家中つながる！

メッシュ
Wi-Fi

月額 660円


