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当社 CATV 事業の放送・通信光回線化の推進について
～株式会社テレビ津山における光ファイバー回線を利用した新サービスの提供開始～

当社の連結子会社でグループの CATV 事業を担う株式会社テレビ津山（本社：岡山県津山市、代表
取締役社長：劔持 成利、以下「テレビ津山」）は、同エリアに対して光回線（FTTH）化投資を行い、
これを利用した新たなサービスの提供を開始したことを別添の通りお知らせ致します。
当社の CATV 事業の最大の特徴は、センター設備からお客様のお宅までを光ファイバーで繋いだネ
ットワークにあります。放送通信融合の時代を見据え、2006 年から大容量の通信・映像・音声に対応
した FTTH 化を自前で進捗させており、2020 年度には提供エリア全域の光化をほぼ終了させる計画で
す。この光ファイバーネットワークが当社 CATV 事業の固定ブロードバンド通信サービスの高い収益
率を実現し、さらに 4K/8K 衛星放送等、放送の高度化にも対応するネットワークであり、グループ競
争力の源泉となっています。
今般発表のテレビ津山におきましては、連結子会社化を契機に光回線投資を開始し、今後、6 年間で
約 12 億円の投資を行い、2020 年度末には光化エリアを約 80%までに高める計画です。これにより、
同地域の高度情報通信社会の実現にも貢献していく考えです。
当社グループは、TLC（トータルライフコンシェルジュ）のビジョンのもと、エネルギー・情報通
信、CATV 等、人々の生活に密着した様々な生活インフラサービスを総合的に提案し、現在 288 万件
のお客様にご利用いただいております。今後も地域・社会に求められる商材・サービスの提供に積極
的に取り組み、地域の皆様の快適な暮らしを支える事業者として企業価値を高めてまいります。
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上
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株式会社テレビ津山

「TVT ひかり de テレビ」「TVT ひかり de ネット」「TVT ひかり de トーク」
提供開始のお知らせ
株式会社テレビ津山（本社：岡山県津山市、代表取締役社長：劔持成利、以下「当社」）は、この度、
2018 年 10 月 2 日より、岡山県津山市の一部エリア※1※2 において、光ファイバー回線を利用した次世代
4K・8K※3 対応放送サービス「TVT ひかり de テレビ」及び、最大 1Gbps※4 の超高速インターネット接
続サービス「TVT ひかり de ネット」、固定電話サービス「TVT ひかり de トーク」のサービス提供を開
始いたしました。
「TVT ひかり de テレビ」は、光ファイバー回線を利用した次世代 4K・8K 対応放送サービスです。
地上/BS/CS 放送をパススルー方式※5 で提供します。国内の 4K テレビ稼働台数および世帯普及率は、2020
年までに累計 1,977 万台※6(世帯普及率：約 40％※7)まで増加すると予想されています。当社は、今後の
4K・8K 放送への需要の高まりに対応するため、各家庭まで光ファイバーを敷設し、2018 年 12 月に放
送開始予定の新 4K8K 衛星放送に対応してまいります。お客様は「TVT ひかり de テレビ」にご加入い
ただくことで、4K 対応衛星アンテナ等を設置することなく、スムーズに 4K 放送をご視聴いただくこと
が可能となります。
「TVT ひかり de ネット」は、光ファイバー回線を利用した最大 1Gbps の超高速インターネットサービ
スであり、快適にインターネットがご利用いただけます。当社は、今後自社のセンター設備を 1G 化
（「1G-EPON」へ変更）するなど、データ伝送容量の拡大・整備を進めてまいります。
「TVT ひかり de トーク」は、「ケーブルプラス電話」または「ひかり de トーク S」からお選びいただ
ける固定電話サービスです。「ケーブルプラス電話」をお選びいただくと、au の携帯電話とセットで
利用することで携帯電話の料金が割引になる「au スマートバリュー」を、「ひかり de トーク S」を
お選びいただくと、ソフトバンクの携帯電話とセットで利用することで携帯電話の料金が割引になる
「おうち割 光セット」を適用することができます。
今後も当社は、地域に貢献できるサービスの提供に積極的に取り組み、お客様にご満足いただけるよ
う努めてまいります。今後ともご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

■サービス概要
TVT ひかり de テレビ

サービス名

光ファイバー回線を利用した次世代放送サービスです。

サービス内容

地上放送

8ch

ＢＳ放送

11ch

ＣＳ放送

2ch

自主制作

1ch

合計 22ch

※2018 年 12 月に放送開始予定の新 4K8K 衛星放送に対応してまいります。
※この他に有料多チャンネルサービスがございます。

月額利用料

1,500 円

TVT ひかり de ネット

サービス名
サービス内容

通信速度最大 1Gbps のインターネットサービスです。
一戸建向け（ホームタイプ）
4,550 円

月額利用料

集合住宅向け（マンションタイプ）
3,550 円
※ISP 料金、回線料金、ONU レンタル料金込み

TVT ひかり de トーク

サービス名
商品名
月額基本料金
通話料金
割引サービス適用

「ケーブルプラス電話」
1,330 円

「ひかり de トーク S」
1,300 円

国内一般電話、国内 IP 電話(全国一律)
8.00 円／3 分

国内一般電話、国内 IP 電話(全国一律)
7.99 円／3 分

au 携帯電話などのご利用で

ソフトバンク携帯電話などのご利用で

「au スマートバリュー」適用

「おうち割 光セット」適用

「ネット割」について
「ＴＶＴひかりｄｅネット」と「ＴＶＴひかりｄｅトーク」をセットでご利用いただくことで、
月額基本料金を割引いたします。
一戸建て（ホームタイプ）

集合住宅向け（マンションタイプ）

5,050 円

4,050 円

※別途「ＴＶＴひかりｄｅトーク」の通話料金がかかります。
※「ＴＶＴひかりｄｅテレビ」の料金は含まれません。

※料金は全て税抜表記となります。

※1 その他のエリアにつきましては順次開局させていただきます。
※2 一部提供できないエリアがございます。
※3 4K 放送は現行のフルハイビジョン放送の 4 倍、8K 放送は同じく 16 倍の画素数となります。
※4 ベストエフォート方式のサービスです。理論上の最高値であり、利用環境や回線混雑状況により、
速度が低下する場合があります。
※5 パススルー方式とは、受信した放送信号を加工・変更せず、そのまま加入者へと再送信する方式です。
BS/CS パススルー方式の放送視聴には、BS/CS 対応機器（テレビ、レコーダー、分波器など）が必要です。
※6 出典：野村総合研究所 平成 29 年 12 月発行『IT ナビゲーター2018 年版』
※7 世帯普及率は国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計』(平成 25 年 1 月推計)を基に算出
※

au は KDDI 株式会社の登録商標または商標です。

※

au スマートバリューは、KDDI 株式会社の登録商標または商標です。

※

ソフトバンクの名称は、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または
商標です。

※

おうち割は、ソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

※

その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

※

掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。
その後予告なしに変更となる場合があります。また、プレスリリースにおける計画、目標などはさまざまな
リスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社テレビ津山
TEL：0868-24-4000（受付時間：9:00～18:00）
http://www.tvt-catv.jp/

