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仙台 CATV株式会社 

ＣＡＴＶ・電気のセット販売の開始について 

 

当社グループの CATV 事業を担う仙台 CATV 株式会社が、東北電力フロンティア株式会社（本社：

宮城県仙台市、取締役社長：岡信愼一）と CATV・電気のセット販売に関する業務提携契約を締結した

ことを別添のとおりお知らせします。 

 

当社グループの CATV 事業では、地域事業者としての強みを活かし、地域における基幹インフラ提供

者の役割を強化していくとともに、地方創生や、地域住民の生活の質を向上させる事業者として信頼と地

位を確立してまいります。 

 

以 上 
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ＣＡＴＶ・電気のセット販売の開始について 
 

 

仙台 CATV 株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：日髙邦明、以下「仙台 CATV」）と、

東北電力フロンティア株式会社（本社：宮城県仙台市、取締役社長：岡信愼一、以下         

「東北電力フロンティア」）は、本日、CATV・電気のセット販売に関する業務提携契約を締結いたし

ました。 

仙台 CATV は、2022 年 3 月 15 日から「仙台 CATV×東北電力フロンティア インターネット・ 

でんき with Netflix セットプラン」（以下「本セットプラン」）の販売を行ってまいります。 

本セットプランは、仙台 CATV が提供する「ケーブルテレビ」または「インターネット」の       

いずれかのサービスと東北電力フロンティアが提供する「シンプルでんき with Netflix」※1 を    

セットでご契約いただき、TOKAI グループ※2 の「TLC 会員サービス」※3 にご登録いただくことで、

多彩な商品や、共通ポイント・電子マネーに交換できる「TLC ポイント」※4 が貯まる、おトクな    

セットプランです。 

本セットプランの概要は別紙のとおりです。 

今後、両社は CATV・電気のセット販売により、地域のお客さまの豊かな暮らしをサポートし、   

地域の発展に貢献していくことを目指してまいります。 

以 上 

 

 

※1  「シンプルでんき with Netflix」は、東北電力 100%出資の新しい会社である東北電力フロンティアの電気をお使いいただく 

ことで、もれなく Netflix が提供する世界中の豊富なコンテンツを、テレビやスマートフォンに限らず、インターネットに接続

するあらゆるデバイスでお客さまのライフスタイルに合わせて楽しむことができるようになるサービス 

※2 仙台 CATV が属する株式会社 TOKAI ホールディングス（本社：静岡県静岡市）を親会社とするグループ企業の総称 

※3 TOKAI グループのサービスをご利用のお客様向けの会員サービス（TLC：Total Life Concierge） 

※4 TLC 会員向けの、月々のサービスご利用で貯まるポイント 
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仙台CATV ×東北電力フロンティア

「インターネット・でんき with Netflix セットプラン」について

別紙

多彩な商品や、共通ポイント・電子マネーに交換できる「 」が貯まる
おトクなセットプランです。

セットプランの概要

1

「シンプルでんき with 

Netflix」
を新たにご契約するお客さま

セ
ッ
ト
で
ご
加
入

がおトクに貯まる︕

仙台CATVのサービスと
電気(with Netflix)の

2契約で
毎月50ポイント

進呈

さらに5年間限定で

毎月200ポイント
進呈

最初の5年間は年間3,000ポイント
(3,000円相当) 貯まっておトク︕

5,000円相当分の
フロンティアeポイントを進呈︕

「仙台CATVが提供するケーブルテレビ・
インターネットのいずれかのサービス」
にご加入のお客さま

TOKAIグループのTLC会員サービスに登録すると
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※ 付与されるポイントは変更となる場合がございます。

※



8

セットプラン特典の適用条件等

2

ご加入
条件

・仙台CATVのケーブルテレビ・インターネットのいずれかの有料サービスをご契約中であること
・東北電⼒フロンティアの「シンプルでんき with Netflix」を新たにご契約すること
・TOKAIグループの「TLC会員サービス」にご登録していること

特典
内容

・「 」を毎月50ポイント進呈
・5年間限定で「 」を毎月200ポイント進呈
（さらに、新規ご加入特典として、5,000円相当分の「フロンティアeポイント」を進呈 ）

サービス
開始 ・2022年3月15日より申込受付開始

お申込み
方法

・仙台CATVの
ホームページからお申込み https://www.cat-v.jp/simpledenki/form/
電話からお申込み 0120-340-449

お客さまとのご契約先は、
ケーブルテレビ・インターネットについては仙台CATV㈱と、
シンプルでんき with Netflixについては東北電力フロンティア㈱となります。
（料金のご請求も各社からとなります）
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※

※ 付与されるポイントは変更となる場合がございます。

（参考）セットプランのモデルケース

3

（注）以下の前提条件で比較しております。
・ 電気は、60Aのご契約で、1年を通して電気をご使⽤いただき、ひと月あたりの使⽤量平均が400kWhとなる場合のモデル料⾦
・ キャット・ヴィ光インターネット（⼾建・1ギガコース、2年継続割引適⽤後）およびNetflix（ベーシックプラン）に加入
・ 従量電灯Ｂモデル料⾦には、燃料費調整制度に基づく燃料費調整額は含まず、消費税等相当額および2021年度の再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価に基づく再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦を含みます。
・ 「シンプルでんき with Netflix」では、燃料費調整制度に基づく燃料費調整を⾏いません。また、料⾦には消費税等相当額および再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦を含みます。

なお、お客さまの電気のご使⽤量によっては、料⾦メリットが出ない場合がございます。
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＜ 3〜4人世帯のモデルケース ＞

「キャット・ヴィ光インターネット」、
東北電⼒の「従量電灯Ｂ」、「Netflix」、

をそれぞれ契約された場合

「キャット・ヴィ光インターネット」と東北電⼒フロンティアの
「シンプルでんき with Netflix」とのセットプランに

新たに加入された場合

13,040円

990円

5,500円
キャット・ヴィ光

Netflix

従量電灯Ｂ
（東北電⼒）

キャット・ヴィ光
5,500円

13,251円

シンプルでんきＬ
with Netflix

（東北電⼒ﾌﾛﾝﾃｨｱ）

19,530円 18,751円

▲779円/月

セットプラン
に加入

セットプラン加入前 セットプラン加入後

仙台CATVのサービスと
電気(with Netflix)の2契約で

毎月50ﾎﾟｲﾝﾄ進呈

さらに5年間限定で

毎月200ﾎﾟｲﾝﾄ進呈

年間9,348円おトク︕
（最初の５年間）

年間3,000ポイント進呈︕

セットプラン
特典!

5,000円相当分の
フロンティアeポイントを進呈︕

※

新規ご加入特典として

シンプルでんき with
Netflixのメリット

※ 付与されるポイントは変更となる場合がございます。



会社概要

社名 ：仙台CATV株式会社
代表取締役社長：日髙 邦明
所在地 ：宮城県仙台市青葉区本町1-15-5
URL ：https://cat-v.jp

社名 ：東北電力フロンティア株式会社
取締役社長：岡信 愼一
所在地 ：宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20

花京院スクエア16階
URL ：https://www.tohoku-frontier.co.jp/

4All Rights Reserved.  Copyrights © 2022, SENDAI CATV CO., LTD. × Tohoku EPCO Frontier Co., Inc.


