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【別表】花巻ケーブルテレビ 各種料金表 
 
Ⅰ．花巻ケーブルテレビ 各種料金等一覧 

２０２２年 ６月 ３０日現在 

１．加入金 

契約形態 金額 備考 

加入金（１世帯につき） 40,000 円（税込 44,000 円） 有線テレビジョン放送サービスをご利用の場合 

 

２．工事費 

項目 金額 備考 

宅外引込工事代金 17,500 円（税込 19,250 円） 標準工事の場合 

宅外引込撤去工事代金 10,000 円（税込 11,000 円） 標準工事の場合 

宅内工事代金 16,500 円（税込 18,150 円） 標準工事の場合 

その他の工事代金 実費 当社が別途お見積もりいたします 
 

1. 宅外引込工事、宅内工事および宅外引込撤去工事について標準工事の範囲外の部材等が必要な場合は、

別途その費用を申し受けます。 

2. その他の工事代金の実費は別途当社にてお見積もりいたします。 

3. 法人契約、業務用途での利用については、上記と金額が異なる場合があります。 

 

３．有線テレビジョン放送サービス 利用料 
 

３－１ 番組利用料 

項目 サービス 金額 備考 

基本 

サービス 

ライトコース月払契約 1,848 円/月（税込 2,032 円/月）  

ライトコース年払契約 20,000 円/年（税込 22,000 円/年） 新規加入申込受付終了 

ベーシック・プラスコース 3,801 円/月（税込 4,181 円/月）  

ベーシックコース 

月払契約 
3,301 円/月（税込 3,631 円/月） 

2014 年 3 月 31 日 

新規加入申込受付終了 

ベーシックコース 

年払契約 
36,301 円/年（税込 39,931 円/年） 

2005 年 11 月 30 日 

新規加入申込受付終了 

STB 追加 

ベーシック・プラスコース 2,887 円/月（税込 3,175 円/月）  

ベーシックコース 

（STB レンタル） 
2,387 円/月（税込 2,625 円/月） 

2014 年 3 月 31 日 

新規申込受付終了 

オプショ

ンペイチ

ャンネル 

SPEED チャンネル 900 円/月（税込 990 円/月）  

東映チャンネル 1,500 円/月（税込 1,650 円/月）  

衛星劇場 1,800 円/月（税込 1,980 円/月）  

グリーンチャンネル 

グリーンチャンネル 2 
1,000 円/月（税込 1,100 円/月）  

フジテレビ ONE 

フジテレビ TWO 
1,000 円/月（税込 1,100 円/月） 

2009 年 7 月 31 日 

新規申込受付終了 

フジテレビ NEXT 1,000 円/月（税込 1,100 円/月）  

J SPORTS 4 1,300 円/月（税込 1,430 円/月）  

Mnet 2,000 円/月（税込 2,200 円/月）  

AT-X 1,800 円/月（税込 1,980 円/月）  

V☆パラダイス 700 円/月（税込 770 円/月）  

レッドチェリー 2,300 円/月（税込 2,530 円/月）  

ミッドナイトブルー 2,300 円/月（税込 2,530 円/月）  

プレイボーイチャンネル 2,500 円/月（税込 2,750 円/月）  

レインボーチャンネル 2,500 円/月（税込 2,750 円/月）  

 

注 
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オプショ

ンペイチ

ャンネル 

パラダイステレビ 2,000 円/月（税込 2,200 円/月）  

ゴールデンアダルトセット 3,000 円/月（税込 3,300 円/月）  

プレイボーイセット 3,000 円/月（税込 3,300 円/月）  

BSオプショ

ンペイチャ

ンネル 

スターチャンネル１ プレミアム 

スターチャンネル２ セレクト 

スターチャンネル３ 吹替専門 
2,300 円/月（税込 2,530 円/月） 

BS・110 度 CS デジタル

チューナー対応機器

が必要 

 

３－２ ＳＴＢ等 料金 

品名 型番 金額 備考 

USB 端子付 STB TZ-LS300P １台 300 円/月（税込 330 円/月） 追加利用料 

HDD 内蔵 STB TZ-DCH2810 １台 

1,200 円/月（税込 1,320 円/月） 
追加利用料 

(STB1 台目) 

934 円/月（税込 1,027 円/月） 
追加利用料 

(STB2 台目以降) 

Wi-Fi 機能付 STB TZ-HDT620PW １台 800 円/月（税込 880 円/月） 追加利用料 

アップコンバータ MBUC-2 １台 12,000 円/台（13,200 円/台） 新規提供終了 

 

1. ベーシックコースおよびベーシック・プラスコースの番組利用料には、STB１台分の利用料が含まれ

ています。 

2. 一部のオプションペイチャンネルについては、二十歳未満の加入者、学生の加入者は利用できない場合

があります。 

3. 加入者は、STB の操作により、視聴年齢制限付き番組の視聴を制限すること（以下「ペアレンタルロッ

ク」といいます。）ができます。加入者が設定したペアレンタルロックパスワードを紛失し、操作不能

となった場合、再度操作可能な状態にするためには、ペアレンタルロックパスワード解除手数料が必要

となります。 

4. オプションペイチャンネルは、地域事情、建物（配線）状況により利用できない場合があります。 

5. レンタル提供する STB、USB 端子付 STB、HDD 内蔵 STB、Wi-Fi 機能付 STB 各 1台につきリモコン 1台が

付属しています。 

6. 当社は、USB 端子付 STB に接続した加入者所有の USB 外付 HDD、ならびに HDD 内蔵 STB、Wi-Fi 機能付

STB および外付け HDD レコーダーの HDD を利用して録画・録音されたデータが再生できない場合および

消失した場合でも、その理由のいかんに関わらず、これにより加入者に生じた損害について責任を負い

ません。 

7. 故障などにより、STB 等の機器を修理、交換する場合、内蔵 HDD に記録された内容が消失または利用で

きなくなることがありますが、これにより生じる損害の賠償には応じません。 

8. 加入者は、加入契約および STB 等の追加契約を解除した場合、当社からレンタルしている機器を返却す

ることになります。当社は返却された機器について、HDD に記録された内容をすべて消去します。また、

加入者所有の USB 外付 HDD に記録された内容は、再生できなくなりますが、これにより生じる損害の賠

償には応じません。 

9. 法人契約、業務用途での利用については、上記と金額が異なる場合があります。 

 

注 
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４．CATV インターネット接続サービス 接続料金 

項目 サービス 最大速度 金額 備考 

基本 

サービス 

花巻 CATV ミニプラン 1Mbps 1,800 円/月（税込 1,980 円/月） 2021 年 11 月 30 日 

新規加入申込受付終了 花巻 CATV 3M プラン 3Mbps 2,400 円/月（税込 2,640 円/月） 

花巻 CATV 10M プラン 10Mbps 2,839 円/月（税込 3,122 円/月）  

花巻 CATV 38M プラン 38Mbps 3,400 円/月（税込 3,740 円/月）  

 

1. 接続料金には、ケーブルモデム 1 台分の利用料が含まれています。 

2. 花巻 CATV 各プランはベストエフォート型サービスです。通信速度を保証するものではありません。 

 表示速度は下り最大速度です。 

3. 花巻 CATV 各プランには、メールアドレス１個（１GB）が付属しています（ドメインは tiki.ne.jp）。 

4. 花巻 CATV 各プランに付属するメールアドレス（以下「付属メールアドレス」といいます。）で送受信さ

れる電子メールに対しては、当社が業務委託契約を締結している株式会社エヌディエス指定のウィルス

チェックソフトによるウィルスチェックが行われます。 

・当社および株式会社エヌディエスは、指定のウィルスチェックソフトが有する性能およびその他の仕

様の範囲でウィルスチェック機能を提供し、あらゆるコンピュータウィルスを検出し駆除することを

保証するものではありません。 

・本ウィルスチェック機能に起因して、加入者またはその他第三者に生じた結果的損害、付随的損害お

よび逸失利益に関して、当社および株式会社エヌディエスは責任を負いません。 

5. 付属メールアドレス宛に送信される電子メールに対しては、当社指定の迷惑メール判定ソフトによる迷

惑メール判定およびヘッダ部分への判定結果の表示が行われます。 

6. 法人契約、業務用途での利用については、料金が上記と異なる場合があります。 

 

５．割引セットサービス 
 

５－１ テレビ・インターネットセット 

項目 
セット内容 

金額 備考 
テレビ インターネット 

テレビ・ 
インター
ネット 
セット 

ベーシック・ 
プラスコース 

花巻CATV 3M プラン 
5,268 円/月 

（税込 5,794 円/月） 

2021 年 11月 30日 

新規加入申込受付終了 

花巻CATV 10Mプラン 
5,744 円/月 

（税込 6,318 円/月） 
 

花巻CATV 38Mプラン 
6,221 円/月 

（税込 6,843 円/月） 
 

ベーシックコース 
月払契約 

花巻CATV 3M プラン 
4,768 円/月 

（税込 5,244 円/月） 

2014 年 3 月 31 日 

新規加入申込受付終了 花巻CATV 10Mプラン 
5,244 円/月 

（税込 5,768 円/月） 

花巻CATV 38Mプラン 
5,721 円/月 

（税込 6,293 円/月） 

 

５－２ テレビ・ケーブルプラス電話セット 

項目 
セット内容 

金額 備考 
テレビ 電話 

テレビ・
ケーブル
プラス 
電話 

セット 

ベーシック・ 
プラスコース 

ケーブルプラス 

電話 

5,001 円/月 

（税込 5,501 円/月） 
 

ベーシックコース 
月払契約 

4,501 円/月 

（税込 4,951 円/月） 

2014 年 3 月 31 日 

新規加入申込受付終了 

ライトコース 
3,048 円/月 

（税込 3,352 円/月） 
 

別記 
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５－３ インターネット・ケーブルプラス電話セット 

項目 
セット内容 

金額 備考 
インターネット 電話 

インター
ネット・ 
ケーブル
プラス 
電話 

セット 

花巻CATV 3M プラン 

ケーブルプラス 

電話 

3,600 円/月 

(税込 3,960 円/月) 

2021 年 11 月 30 日 

新規加入申込受付終了 

花巻CATV 10Mプラン 
4,039 円/月 

(税込 4,442 円/月) 
 

花巻CATV 38Mプラン 
4,600 円/月 

(税込 5,060 円/月) 
 

 

５－４ テレビ・インターネット・ケーブルプラス電話セット 

項目 
セット内容 

金額 備考 
テレビ インターネット 電話 

テレビ・ 

インター

ネット・

電話 

セット 

ベーシック・ 
プラス 
コース 

花巻CATV 3M プラン 

ケーブル
プラス 
電話 

6,468 円/月 

（税込 7,114 円/月） 

2021年11月30日 

新規加入申込 

受付終了 

花巻CATV 10M プラン 
6,944 円/月 

（税込 7,638 円/月） 
 

花巻CATV 38M プラン 
7,421 円/月 

（税込 8,163 円/月） 
 

ベーシック 
コース 
月払契約 

花巻CATV 3M プラン 

ケーブル
プラス 

電話 

5,968 円/月 

（税込 6,564 円/月） 
2014 年 3 月 31 日 

新規加入申込 

受付終了 
花巻CATV 10M プラン 

6,444 円/月 

（税込 7,088 円/月） 

花巻CATV 38M プラン 
6,921 円/月 

（税込 7,613 円/月） 

ライトコース 

花巻CATV 3M プラン 

ケーブル
プラス 

電話 

5,448 円/月 

（税込 5,992 円/月） 

2021年11月30日 

新規加入申込 

受付終了 

花巻CATV 10M プラン 
5,887 円/月 

（税込 6,474 円/月） 
 

花巻CATV 38M プラン 
6,448 円/月 

（税込 7,092 円/月） 
 

注 1.インターネット、ケーブルプラス電話を含む各セット料金には、ケーブルモデム 1 台分の利用料が含ま
れています。 

2.ケーブルプラス電話サービスは、ＫＤＤＩ株式会社が別に定めるケーブルプラス電話サービス契約約款
に基づき提供されるものとします。ケーブルプラス電話サービスの料金は、ケーブルプラス電話サービ
ス契約約款にてご確認ください。 
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６．インターネット オプションサービス 利用料 
 

６－１ 基本料 

サービス 金額 備考 

ウイルスバスター クラウド 450 円/月（税込 495 円/月）  

ノートン・インターネットセキュリティ 450 円/月（税込 495 円/月） 新規提供終了 

MyPC セキュリティ 200 円/月（税込 220 円/月）  

i-フィルター 6.0 200 円/月（税込 220 円/月）  

UbiqMail 無料  

迷惑メールフィルタ 無料  

追加メールアドレス １個 200 円/月（税込 220 円/月）  

追加メールアドレス Pro １個 350 円/月（税込 385 円/月）  

メールボックス容量追加(4GB) 150 円/月（税込 165 円/月） 新規提供終了 

メール転送 無料 月に 10 回まで設定/変更可能 

ホームページ 無料 20MB まで利用可能 

ホームページ容量追加 500 円/月（税込 550 円/月） 
80MB まで追加可能 

新規提供終了 

TikiTiki フォン 280 円/月（税込 308 円/月） 
通話料は別途必要 

新規提供終了 

超ホーダイ 500 円/月（税込 550 円/月）  

アプリ超ホーダイ 360 円/月（税込 396 円/月）  

キッズパック 200 円/月（税込 220 円/月）  

スマートフォンセキュリティ 180 円/月（税込 198 円/月）  

 

６－２ TikiTiki フォンサービス通話料 

項目 金額 

(1) TikiTiki フォン利用者同士の通話 無料 

(2) TikiTiki フォンと提携プロバイダの IP 電話との通話 無料 

(3) TikiTiki フォンから他の VoIP ネットワークを 

  利用する IP 電話へ発信した通話 
8 円/3 分（税込 8.8 円/3 分） 

(4) TikiTiki フォンから国内の一般固定電話へ 

  発信した通話 
8 円/3 分（税込 8.8 円/3 分） 

(5) TikiTiki フォンから海外の一般固定電話へ 

  発信した通話 
対地ごと 

(6) TikiTiki フォンから国内の携帯電話へ 

  発信した通話 
19 円/1 分（税込 20.9 円/1 分） 

(7) TikiTiki フォンから国内の PHS 利用者へ 

  発信した通話 

10 円/1 分＋10 円/1 通話 

（税込 11 円/1 分＋11 円/1 通話） 

 

６－３ TA レンタル料 

項目 金額 

TA（Telephony Adapter）レンタル料 １台 380 円/月（税込 418 円/月） 

 

６－４ TikiTiki フォン ユニバーサルサービス料 

項目 金額 

ユニバーサルサービス料 当社のホームページに定める金額 

 

６－５ TikiTiki フォン 電話リレーサービス料 

項目 金額 

電話リレーサービス料 当社のホームページに定める金額 
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注 1.TikiTiki フォンサービス通話料(2)の提携プロバイダは、別途定めます。 

2.TikiTiki フォンサービス通話料(3)の対象となる通話は、別途定めます。 

3.TikiTiki フォンサービス通話料(5)の通話料は、別途定めます。 

4.ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は、利用の 050 番号毎に通話の有無にかかわらず、

負担していただきます。なお、ユニバーサル制度、電話リレーサービス制度にかかわる負担金の変更が

あった場合に、その変動に応じて金額を見直すことがあります。 

5.ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料について定めた当社のホームページは次のとおり

です。 

 https://www.hanamaki.ne.jp/phone/relay_universal.html 

 

６－６ データ通信機器（モバイルルータ） レンタル料 

項目 金額 備考 

Aterm MR03LN          １台 639 円/月（税込 702 円/月） 

新規提供終了 Aterm MR04LN          １台 639 円/月（税込 702 円/月） 

Aterm MR05LN          １台 639 円/月（税込 702 円/月） 

 

７．各種手数料 

項目 金額 備考 

名義変更手数料 500 円/回（税込 550 円/回）  

休止および再開手数料 3,000 円/回（税込 3,300 円/回） 
休止期間は最長１年

間とします 

請求書発行手数料 200 円/回（税込 220 円/回）  

有線テレビジョン

放送 

C-CAS カード再発行手数料 500 円/枚（税込 550 円/枚）  

ペアレンタルロック 

パスワード解除手数料 
500 円/回（税込 550 円/回） 

 

コース変更手数料 2,000 円/回（税込 2,200 円/回）  

インターネット 

接続 

メール ID 変更 2,000 円/回（税込 2,200 円/回）  

速度変更 2,000 円/回（税込 2,200 円/回）  
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８．最低利用期間、解除料 

８－１ 2022 年 6 月 30 日以前に締結した契約 

項目 サービス 最低利用期間 解除料 

有線テレ
ビジョン

放送 

ベーシック・プラスコース 12 ヶ月 

最低利用期間満了までの 

月払利用料相当額（利用料×残月数） 

または 10,000 円（税込 11,000 円）の 

いずれか少ない金額 

ベーシックコース 12 ヶ月 

ライトコース 12 ヶ月 

CATV 
インター
ネット 
接続 

花巻 CATV ミニプラン 24 ヶ月 

花巻 CATV 3M プラン 24 ヶ月 

花巻 CATV 10M プラン 24 ヶ月 

花巻 CATV 38M プラン 24 ヶ月 

 

８－２ 2022 年 7 月 1 日以降に締結した契約 

項目 サービス 最低利用期間 解除料 

有線テレ
ビジョン

放送 

ベーシック・プラスコース 12 ヶ月 最低利用期間満了までの 

月払利用料相当額（利用料×残月数） 

または 10,000 円（税込 11,000 円）の 

いずれか少ない金額 
ライトコース 12 ヶ月 

CATV 
インター
ネット 
接続 

花巻 CATV 10M プラン 24 ヶ月 ４．CATV インターネット接続サービス 

接続料金に定める 

プランごとの金額（注） 花巻 CATV 38M プラン 24 ヶ月 

注 CATV インターネット接続サービスにおいて、各種セット割引料金が適用されている場合は、適用後の金
額とします。 

 

９．損害金 

項目 金額 備考 

STB 

TZ-DCH505 １台 

35,000 円（税込 38,500 円） 

加入者の故意、過失による

破損および紛失の場合、ま

たは解約時に未返却の場

合の加入者負担額（契約期

間にかかわらず必要） 

BD-V370L １台 

TZ-DCH820 １台 

TZ-DCH821 １台 

TZ-LS200P １台 

USB 端子付 STB TZ-LS300P １台 46,000 円（税込 50,600 円） 

HDD 内蔵 STB TZ-DCH2810 １台 75,000 円（税込 82,500 円） 

Wi-Fi 機能付 STB TZ-HDT620PW １台 60,000 円（税込 66,000 円） 

STB 付属リモコン １台 3,800 円（税込 4,180 円） 

ケーブルモデム １台 10,000 円（税込 11,000 円） 

ケーブルプラス電話用端末 １台 15,000 円（税込 16,500 円） 

TA（Telephony Adapter） １台 19,000 円（税込 20,900 円） 

データ通信機器（モバイルルータ） １台 23,900 円（税込 26,290 円） 

B-CAS カード １枚 1,905 円（税込 2,095 円） 

C-CAS カード １枚 3,000 円（税込 3,300 円） 
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Ⅱ．フレッツ・モバイルサービス 各種料金等一覧 

 

２０２１年 ７月 １日現在 

１．フレッツ対応サービス 初期設定料・利用料等 

項目 内容 初期設定料 金額 

基本 

サービス 

フレッツ光 ファミリーコース 2,000 円（税込 2,200 円） 1,000円/月（税込1,100円/月） 

フレッツ光 マンションコース 2,000 円（税込 2,200 円） 1,000円/月（税込1,100円/月） 

フレッツ・ADSL 
スタンダードコース 

2,000 円（税込 2,200 円） 1,000円/月（税込1,100円/月） 

その他 コース変更 2,000 円（税込 2,200 円） － 

 

２．花巻モバイル 利用料 
 
２－１ 花巻モバイル 契約事務手数料 

項目 金額 

契約事務手数料 3,000 円（税込 3,300 円） 

注 花巻モバイル 契約事務手数料は次の場合に申受けます。 
・新規に花巻モバイル各サービスに申込むとき 
・他のコース・サービスから花巻モバイル各サービスに変更するとき 
・花巻モバイルサービス内で利用サービスを変更するとき 
・SIM カードの形状（SIM カード、microSIM カード、nanoSIM カード）ならびに SIM カードの機能（SMS 機

能あり、SMS 機能なし）を変更するとき 
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２－２ 花巻モバイル 内容・月額利用料 

項目 
内容 

金額 
サービス名［回線事業者］ タイプ 

基本 
サービス 

花巻モバイル LTE ライト 

［NTT ドコモ］ 

タイプ M 

1,410 円/月（税込 1,551 円/月） タイプ W 

タイプ D 

花巻モバイル LTE 

［NTT ドコモ］ 

タイプ６ 2,400 円/月（税込 2,640 円/月） 

タイプ１０ 3,000 円/月（税込 3,300 円/月） 

花巻モバイル EM LTE 

［ソフトバンク］ 
－ 3,696 円/月（税込 4,065 円/月） 

花巻モバイル EM LTE(CA) 

［ソフトバンク］ 

－ 
課金開始月から 

24 ヶ月まで 

5,220 円/月 

（税込 5,742 円/月） 

－ 25 ヶ月以降 
3,696 円/月 

（税込 4,065 円/月） 

花巻モバイル EM 4G 

［ソフトバンク］ 
－ 3,696 円/月（税込 4,065 円/月） 

基本 

利用料 

の割引 

テレビサービス ＋ 

インターネット接続サービス ＋ 

花巻モバイル LTE ライト 
［NTT ドコモ］ 

－ 
基本サービス料金より 

-371 円/月（税込-408 円/月） 

テレビサービス ＋ 

インターネット接続サービス ＋ 

花巻モバイル LTE 
［NTT ドコモ］ 

－ 
基本サービス料金より 

-371 円/月（税込-408 円/月） 

オプション
サービス 

SMS 機能 － 140 円／月（税込 154 円／月） 

注 1.SMS 機能は、花巻モバイル LTE ライト利用者および花巻モバイル LTE 利用者に提供するオプションサービ
スです。 

2.花巻モバイル各サービスの新規申込受付は終了しました。 
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２－３  花巻モバイル SMS 通信料 
送信 1回ごとに 

料金種別 送信文字数 金額 

SMS 通信料（国内） 

1～70 文字 
（半角英数字のみの場合 1～160 文字） 

3 円（税込 3.3 円） 

71～134 文字 
（半角英数字のみの場合 161～306 文字） 

6 円（税込 6.6 円） 

135～201 文字 
（半角英数字のみの場合 307～459 文字） 

9 円（税込 9.9 円） 

202～268 文字 
（半角英数字のみの場合 460～612 文字） 

12 円（税込 13.2 円） 

269～335 文字 
（半角英数字のみの場合 613～765 文字） 

15 円（税込 16.5 円） 

336～402 文字 
（半角英数字のみの場合 766～918 文字） 

18 円（税込 19.8 円） 

403～469 文字 
（半角英数字のみの場合 919～1071 文字） 

21 円（税込 23.1 円） 

470～536 文字 
（半角英数字のみの場合 1072～1224 文字） 

24 円（税込 26.4 円） 

537～603 文字 
（半角英数字のみの場合 1225～1377 文字） 

27 円（税込 29.7 円） 

604～670 文字 
（半角英数字のみの場合 1378～1530 文字） 

30 円（税込 33 円） 

SMS 通信料（海外） 

1～70 文字 
（半角英数字のみの場合 1～160 文字） 

50 円（不課税） 

71～134 文字 
（半角英数字のみの場合 161～306 文字） 

100 円（不課税） 

135～201 文字 
（半角英数字のみの場合 307～459 文字） 

150 円（不課税） 

202～268 文字 
（半角英数字のみの場合 460～612 文字） 

200 円（不課税） 

269～335 文字 
（半角英数字のみの場合 613～765 文字） 

250 円（不課税） 

336～402 文字 
（半角英数字のみの場合 766～918 文字） 

300 円（不課税） 

403～469 文字 
（半角英数字のみの場合 919～1071 文字） 

350 円（不課税） 

470～536 文字 
（半角英数字のみの場合 1072～1224 文字） 

400 円（不課税） 

537～603 文字 
（半角英数字のみの場合 1225～1377 文字） 

450 円（不課税） 

604～670 文字 
（半角英数字のみの場合 1378～1530 文字） 

500 円（不課税） 

注.SMS 通信料は、SMS 機能を利用し、送信した場合に発生する通信料です。 
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２－４ 花巻モバイル ユニバーサルサービス料 
項目 サービス名 金額 

ユニバーサルサービス料 

花巻モバイル LTE ライト 

当社のホームページに定める金額 花巻モバイル LTE 

花巻モバイル EM 4G 

注 1.ユニバーサルサービス料は花巻モバイル LTE ライト、花巻モバイル LTE、花巻モバイル EM 4G をご利用の
場合に申受けます。なお、ユニバーサルサービス制度にかかわる負担金の変更があった場合に、その変動
に応じて金額を見直すことがあります。 

2.花巻モバイル EM LTE、花巻モバイル EM LTE(CA)については、基本サービスの金額にユニバーサルサービ
ス料を含みます。 

3.ユニバーサルサービス料について定めた当社のホームページは次のとおりです。 

https://www.hanamaki.ne.jp/phone/relay_universal.html 

 

２－５ 花巻モバイル 電話リレーサービス料 

項目 金額 

電話リレーサービス料 当社のホームページに定める金額 

注 1.電話リレーサービス制度にかかわる負担金の変更があった場合に、その変動に応じて金額を見直すことが
あります。 

2.電話リレーサービス料について定めた当社のホームページは次のとおりです。 

https://www.hanamaki.ne.jp/phone/relay_universal.html 

 

３．花巻モバイル 契約期間 

項目 サービス名 
最低利用 

期間 
最低利用期間 

経過後の契約期間 
利用契約終了/コース変更/

タイプ変更の通知期限 

契約 
期間 

花巻モバイル LTE ライト 3 ヶ月 1 ヶ月 希望月の 15 日 

花巻モバイル LTE 3 ヶ月 1 ヶ月 希望月の 15 日 

花巻モバイル EM LTE 24 ヶ月 24 ヶ月 希望月の 20 日 

花巻モバイル EM LTE(CA) 24 ヶ月 24 ヶ月 希望月の 20 日 

花巻モバイル EM 4G 24 ヶ月 24 ヶ月 希望月の 20 日 
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４．花巻モバイル 契約解除料 

項目 サービス名 タイプ 契約解除時期 金額 

契約 

解除料 

花巻 

モバイル 

LTE ライト 

タイプ M 

タイプ W 

タイプ D 

課金開始日から 3ヶ月未満 2,858 円（税込 3,143 円） 

花巻 

モバイル 

LTE 

タイプ６ 課金開始日から 3ヶ月未満 4,000 円（税込 4,400 円） 

タイプ１０ 課金開始日から 3ヶ月未満 5,000 円（税込 5,500 円） 

花巻 

モバイル  

EM LTE 

－ 

課金開始日から 12 ヶ月未満 36,572円（税込40,229円） 

課金開始日から12ヶ月～24ヶ月未満 22,858円（税込25,143円） 

課金開始日から 25 ヶ月～26 ヶ月 0円 

課金開始日から 27 ヶ月以降 9,500円（税込10,450円） 

花巻 
モバイル  

EM LTE(CA) 
－ 

課金開始日から 12 ヶ月未満 66,286 円（税込 72,914 円） 

課金開始日から12ヶ月～24ヶ月未満 37,715 円（税込 41,486 円） 

課金開始日から 25 ヶ月～26 ヶ月 0 円 

課金開始日から 27 ヶ月以降  9,500 円（税込 10,450 円） 

花巻 

モバイル 

EM 4G 

－ 

課金開始日から 12 ヶ月未満 38,858円（税込 42,743円） 

課金開始日から12ヶ月～24ヶ月未満 24,229円（税込 26,651円） 

課金開始日から 25 ヶ月～26 ヶ月 0 円 

課金開始日から 27 ヶ月以降 9,500円（税込10,450円） 

注 花巻モバイル EM LTE、花巻モバイル EM LTE(CA)および花巻モバイル EM 4G で、課金開始日から 24

ヶ月目の末日に契約を解除した場合は、契約解除料のご請求はありません。 

 

５．花巻モバイル 各種手数料 

項目 サービス名 金額 

SIM カード 
再発行手数料 

花巻モバイル LTE ライト 
花巻モバイル LTE 

3,200 円/枚（税込 3,520 円/枚） 

SIM カード 
再発行手数料 

花巻モバイル EM LTE 
花巻モバイル EM LTE(CA) 
花巻モバイル EM 4G 

3,000 円/枚（税込 3,300 円/枚） 

 

６．花巻モバイル 機器販売価格 

項目 サービス名 機器名 金額 

機器 

販売価格 

花巻モバイル EM LTE 

花巻モバイル EM LTE(CA) 

Pocket WiFi LTE（GL06P） 
41,715円（税込45,886円） 

Pocket WiFi LTE（GL04P） 

Pocket WiFi LTE（GL02P） 37,905円（税込41,695円） 

花巻モバイル EM 4G 

Pocket WiFi（303HW） 38,889円（税込 42,777円） 

Pocket WiFi（GL10P） 
42,800円（税込47,080円） 

Pocket WiFi（GL09P） 

 

別記 1.フレッツ光各コース、フレッツ・ADSL コース、花巻モバイル各サービス（以下「フレッツ・モバイル
サービス」といいます。）にはメールアドレス１個(1GB)が付属しています（ドメインは tiki.ne.jp）。 

2.フレッツ・モバイルサービスに付属するメールアドレス（以下「付属メールアドレス」といいます。）
で送受信される電子メールに対しては、当社が業務委託契約を締結している株式会社エヌディエス指
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定のウィルスチェックソフトによるウィルスチェックが行われます。 
・当社および株式会社エヌディエスは、指定のウィルスチェックソフトが有する性能およびその他の仕

様の範囲でウィルスチェック機能を提供し、あらゆるコンピュータウィルスを検出し駆除することを
保証するものではありません。 

・本ウィルスチェック機能に起因して、利用者またはその他第三者に生じた結果的損害、付随的損害お
よび逸失利益に関して、当社および株式会社エヌディエスは責任を負いません。 

3．付属メールアドレス宛に送信される電子メールに対しては、株式会社エヌディエス指定の迷惑メール
判定ソフトによる迷惑メール判定およびヘッダ部分への判定結果の表示が行われます。 

 


