
苫小牧ケーブルテレビ ケーブルスマホ 料金表 

2021 年 6 月 1 日 

第１表．初期費用 

料金種別 料金額 

契約事務手数料 *1 
3,000円 

（税込 3,300円） 

SIMカード発行手数料 

タイプD 
341円／枚 

（税込 375円／枚） 

タイプA *2 
406円／枚 

（税込 446円／枚） 

*1 新規に本サービスを契約するときに申し受けます。 

*2 タイプ A の新規申込受付は終了しました。 

 

第２表．基本料金 

 ２－１ 月額基本料金 

料金種別 プラン バンドルクーポン容量 料金額 

基本料金 

－ 

なし 
780円／月 

（税込 858円／月） 

1GB／月 
1,030円／月 

（税込 1,133円／月） 

3GB／月 
1,290円／月 

（税込 1,419円／月） 

5GB／月 
1,600円／月 

（税込 1,760円／月） 

8GB／月 
1,970円／月 

（税込 2,167円／月） 

20GB／月 
2,330円／月 

（税込 2,563円／月） 

ケータイプラン *3 － 
1,230円／月 

（税込 1,353円／月） 

ユニバーサルサービス料 *4 
3円／月 

（税込 3.3円／月） 

 *3 ケータイプランでは、ワイヤレスデータ通信はご利用いただけません。 
また、通話機能付 SIM カードを提供するため、料金額には通話機能基本料金 500 円／月（税込 550 円／月）

が含まれています。 

*4 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。 



２－２ 割引料金 

料金種別 割引対象固定サービス 割引額 

基本料金の割引 

*5 

【テレビ】 

・ライトコース 

・ベーシックコース 

・ベーシック・プラスコース 

 

【インターネット】 

・とまこまい光 スタンダードプラン 

・とまこまい光 スーパープラン 

・とまこまい光 アドバンスプラン 

・とまこまい光 マンションAプラン 

・ケーブルプラス光 × 苫小牧 

２－１ 月額基本料金から 

380円／月（税込 418円／月）
を割引 

 *5 苫小牧ケーブルテレビの固定サービス利用者向けの割引です。 

 

 

第３表． オプションサービス 

区分 機能*6 料金種別 料金額 

通信オプション SMS機能 SMS機能基本料金 

タイプD 140円／月（税込 154円／月） 

タイプA 無料 

通話オプション 

通話機能 通話機能基本料金 500円／月（税込 550円／月） 

  

通話定額10 *7*8 1,800円／月（税込 1,980円／月） 

割込通話 200円／月（税込 220円／月） 

留守番電話 300円／月（税込 330円／月） 

転送電話 無料 

国際電話・国際SMS 無料 

国際ローミング 無料 

迷惑電話ストップ 

タイプD 無料 

タイプA 100円／月（税込 110円／月） 

*6  機能については、ケーブルスマホ利用約款第１８条第３項に記載のとおりとします。 

*7  １通話あたり 10 分以内の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に 0037-691 を付加した日
本国内の通話に限ります。10 分を超える通話については、30 秒あたり 10 円（税込 11 円）がかかります。 

*8  法人でのご契約はご利用いただけません。 

 

 



第４表．通信料 

４－１ 国内通話料 

 料金種別 料金額 

タイプ D 通信料 

株式会社 NTT ドコモが定める Xi サービス契約約款において通話モードにかかる料
金および 64kb/s デジタル通信モードに係る料金として定められた額と同額 

ただし、通話先電話番号の前に 0037-691 を付加して発信した場合には、30 秒あたり
10 円（税込 11 円）*9 

タイプ A 通信料 

KDDI 株式会社が定めるａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款において通常通話にか
かる料金として定められた額と同額として定められた額と同額 

ただし、通話先電話番号の前に 0037-691 を付加して発信した場合には、30 秒あたり
10 円（税込 11 円）*9 

*9 通話機能付 SIM カードの利用のために当社が発行した電話番号または MNP 転入による電話番号が特定の他社サ
ービスに登録されている場合、通話先電話番号の前に 0037-691 を付加して発信できない場合があります。 

 

 

４－２ ショートメッセージ通信モード（SMS） 

料金種別 料金額 

タイプ D 通信料 
株式会社 NTT ドコモが定める Xi サービス契約約款においてショートメッセージ通
信モードにかかる料金として定められた額と同額（国外への送信は不課税） 

タイプ A 通信料 
KDDI 株式会社が定めるａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款において SMS 機能に
かかる料金として定められた額と同額（国外への送信は不課税） 

 

 

第５表．国際電話通話料 

料金種別 料金額 

タイプ D 通信料 

株式会社 NTT ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として
定められた額と同額(不課税) 
ただし、通話先電話番号の前に 0037-691 を付加して発信した場合には、30 秒あたり
10 円（不課税）*9*10 

タイプ A 通信料 

KDDI 株式会社が定めるａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款においてａｕ国際通話
にかかる料金として定められた額と同額(不課税) 
ただし、通話先電話番号の前に 0037-691 を付加して発信した場合には、30 秒あたり
10 円（不課税）*9*10 

*10 当社が別途定める国へのみ発信が可能です。 

 

 

第６表．国際アウトローミング利用料 

料金種別 料金額 

タイプ D通信料 
株式会社 NTT ドコモが定める Xi サービス契約約款において国際アウトローミング
利用料として定められた額と同額（不課税） 

タイプ A通信料 
KDDI 株式会社が定めるａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款においてローミングに
かかる料金として定められた額と同額（不課税） 

 



第７表．SIM カードにかかる最低利用期間 

機能区分 最低利用期間*11 

データ通信専用 SIM カード 

SMS 機能付 SIM カード 
サービス開始から 3 ヶ月 

通話機能付 SIM カード サービス開始から 12 ヶ月 

*11 SIM カードの形状またはタイプのみを変更する場合、最低利用期間は引き継がれます。 

   機能区分を変更する場合、最低利用期間は引き継ぎできません。 

 

第８表．SIM カードにかかる契約解除料 

 ８－１ データ通信専用／SMS 機能付 SIM カードの場合 

料金種別 料金額 

契約解除料 
2,000円 

（税込 2,200円） 

 

 ８－２ 通話機能付 SIM カードの場合 

利用月数 *12 1 ヶ月目 2 ヶ月目 3 ヶ月目 

契約解除料 
12,000円 

（税込 13,200 円） 

11,000円 

（税込 12,100 円） 

10,000円 

（税込 11,000 円） 

利用月数 4ヶ月目 5ヶ月目 6ヶ月目 

契約解除料 
9,000円 

（税込 9,900円） 
8,000円 

（税込 8,800円） 
7,000円 

（税込 7,700円） 

利用月数 7ヶ月目 8ヶ月目 9ヶ月目 

契約解除料 
6,000円 

（税込 6,600円） 
5,000円 

（税込 5,500円） 
4,000円 

（税込 4,400円） 

利用月数 10ヶ月目 11ヶ月目 12ヶ月目 

契約解除料 
3,000円 

（税込 3,300円） 
2,000円 

（税込 2,200円） 
1,000円 

（税込 1,100円） 

*12 ・サービス開始日が属する月を 1 ヶ月目とします。 

・SIM カードの機能を変更した場合は、変更月からの月数とします。 

 

 

第９表．手数料 

料金種別 料金額 

SIMカード再発行／交換手数料 *13 
3,000円／枚 

（税込 3,300円／枚） 

MNP転出手数料 
1,000円／枚 

（税込 1,100円／枚） 

バンドルクーポン変更手数料 
500円／回 

（税込 550円／回） 

ケータイプラン変更手数料 
500円／回 

（税込 550円／回） 

*13 第 1 表に定める SIM カード発行手数料を SIM カードごとに別途申し受けます。 


