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ＣＡＴＶ富士五湖株式会社
【年中無休】８:３０～１７:３０

お電話・窓口にて受付可能です

☎   ０５５５-２２-１７１４

山梨県富士吉田市中曽根４-１０-２６

1714@fgo.jp（すべて小文字）

多チャンネル
テレビをもっと楽しもう！

ＣＳプラスは３０チャンネルセットで充実

テレビ
地上デジタル放送

地域情報いっぱいのコミュニティチャンネル

インターネット
電話一本で無料サポート！

もっと便利に・もっと快適に・もっと楽しく

全エリア加入ＯＫ！

（ 月～土 １９:００まで　窓口でのお支払いが可能です ）

富
士
見
バ
イ
パ
ス

桂 橋
赤富士通り

ひばりが丘高校

・プラスゲオ

・ＢＯＯＫＳ. ＫＡＴＯＨ

お茶や肉店・

・Honda Cars 山梨東

玉泉堂・

CATV 富士五湖

ウエルシア

西松屋・

カムイ・
・ザ ビッグ

・ドコモショップ
　富士吉田店

カインズ
ホーム

・寿司華

会社案内図
富士吉田市に 1970 年（昭和 45 年）9月、地域社会の発展を願い、

有線テレビジョン放送（CATV システム）による新しいコミュニ

ケーションメディアとして誕生しました。一般地上放送の再放送

業務を中心に、県内はもとより、東京キー局のテレビ放送・BS・

CS 放送・FM 放送を再放送することにより、中央、地方の豊かな

情報と健全な教養と娯楽をもたらし、地域情報文化の向上を図る

ことを目的としています。

また、コミュニティテレビとして、2つのチャンネルを開局し、

自主放送業務を行うことにより、市民に密着した生活情報やニュ

ースを提供すると共に、地域住民の協力を得て、新しいコミュニ

ティづくりを目指しています。

ＣＡＴＶ富士五湖とは…

ＣＡＴＶ富士五湖の新規 ・ 切替工事パンフレット



インターネット
電話一本で無料サポート！

もっと便利に・もっと快適に・もっと楽しく

年払いの場合は各プランとも 【最後の 1 ヶ月分を割引】おすすめ

富士吉田市内の
戸建て住宅向け

スマイル

初めてのネットでも安心 ・ 格安で楽しみたい方へ

家族みんなで使っても快適な標準プラン

パワーユーザー向け ・ 様々な使い方をされる方へ

プラン名 回線速度 月額利用料金

５,７２０

４,６２０

３,０８０

ベーシック

円/月

円/月

円/月

ハイパー

ＦＧＯ

ＺＡＱ
３,３００契約事務手数料 円

標準工事料金

（テレビ加入なしの場合）

１６,５００円

（テレビ加入ありの場合）

５,５００円 → ０円
光回線切り替えキャンペーン中！

→ ０円テレビ新規加入と同時の場合は

電話・窓口にて受付

ＣＡＴＶ富士五湖の

スタッフが新規や

切替工事に関する

受付を実施します。

担当スタッフの訪問

日程などのご相談を

します。

1 スタッフが訪問にて契約2   3

※配線確認のため、作業員が機器を設置する場所や、
クローゼット等に入らせていただく場合があります。

担当のスタッフがお約束した日時に訪問し、

工事に必要なことなどのご説明をします。

契約書へのサインをお願いいたします。

また、同時に工事担当者が配線などの

確認もいたします。（１０分程度）

ご自宅に光ケーブルを配線

光ケーブルを

ご自宅の壁に

引き留め、

配管を利用

して宅内に

配線します。

5

光ケーブルの引き込み4
ご近所の電柱から

ご自宅へ光ケーブルを

配線します

※作業中は作業車を道路に
　 停めさせていただきます。

（おおむね１時間
　　　　　～２時間程度）

工事

ＣＡＴＶ富士五湖指定の

工事業者が、お約束した

日時に伺います。

ネット新規・切替工事の流れ

お約束した日時に訪問

お約束した日時に訪問

工事時間 （例）

月～土

・ ９:００

・ １１:００

・ １３:００

・ １５:００

インターネット機器の取り付け

機器Ｄ-ＯＮＵを②で打ち合わせた
ご希望の場所に取り付けます

6

※すでにご加入済みで無線ＬＡＮ内蔵モデムを

  ご利用の場合は　別途 無線ルーター機器を

  ご用意ください。

※事前に実施する場合も
　 あります

or

2   3or

基本戸建て宅内配線イメージ

４

５

６

３２

※プラン変更はお電話一本で OK（日割り計算）

※使わない期間は月単位での休止も OK

　（インターネット休止手数料 2,200 円 /6 ヶ月ごと）

D-ONU は自宅などに引き

込んだ光回線とパソコン

の間に設置して光回線と

パソコンなどの機器や

無線ルーター機器と接続

し光信号とデジタル信号

間の変換を行う装置です。

６



料金表

※年払い割引はございませんのでご登録の銀行口座から毎月引き落としとなります。

契約プランタイプ 通信速度 月額利用料 

ＦＧＯ光ファミリータイプ 最大 100Mbps 

4,950 円ＦＧＯ光ファミリー・ハイスピードタイプ 下り最大 200Mbps、上り最大 100Mbps 

ＦＧＯ光ファミリー・シンプルギガタイプ 最大概ね１Gbps 

ＦＧＯ光マンションタイプ 最大 100Mbps 

3,850 円ＦＧＯ光マンション・ハイスピードタイプ 下り最大 200Mbps、上り最大 100Mbps 

ＦＧＯ光マンション・シンプルギガタイプ 最大概ね１Gbps 

※ひかり電話、フレッツテレビをご希望の場合は、NTT 東日本との直接契約となります。
※光回線とプロバイダサービスのみの提供となります。
※本サービスはベストエフォート型のサービスのため、通信設備の状況や他回線の干渉などによって通信速度が低下する場合があります。

新規開通工事費 ＦＧＯ光ファミリー 派遣工事

ＦＧＯ光マンション 派遣工事 16,500 円

★お住まいの設備が既に対応しており、お客様自身で機器の取付ができる場合
※転用時にＮＴＴ東日本の工事料が残っている場合は残額を当社に一括でお支払い下さい。
※土日祝日に工事を実施する場合は、上記に加え 3,300 円かかります。

19,800 円

無派遣工事 2,200 円どちらも

1 ギガ対応無線 LAN ルータ 330 円 ※シンプルギガタイプのみ対応のオプションサービスとなります。

転用工事料 2,200 円

※現在ご契約いただいているプランによっては別途工事費がかかる場合があります。

契約事務手数料 3,300 円

プロバイダ料 770 円

※契約プランや契約期間によってはプロバイダの違約金が発生します。
※転用の場合は現在ご利用中のプロバイダを引き続き利用することが可能です。その際はご本人様より転用の旨をプロバイダ会社にご連絡下さい

★

リモートサポート 440 円 ※お困りごとを電話・遠隔でサポートするオプションサービスとなります。

フレッツ光からの乗り換えもスムーズ！
やっぱり地元の会社が一番だね。

お客様

ＣＡＴＶ富士五湖

ＮＴＴ
東日本

プロバイダ

現在お使いのプロバイダ環境(メールアドレスなど)

をそのまま移行することや、新たにプロバイダ契約

を行うこともできます。

フレッツ光から乗り換え！ 家族みんなで使える！

例えば家族４人で同時に使っても通信速度の多い

光回線ならあまり影響を受けずに快適にネットを

利用することができます。

同時に使っても快適

富士吉田市・鳴沢村・山中湖村・西桂町

富士河口湖町・忍野村・都留市・大月市

※建物状況や地域によって、エリア内でもご提供できない場合がございます。

提供エリア 別荘地もＯＫ！
４コマ劇場

（すべて税別）

現在「フレッツ光」をご利用の方は、ご契約を

ＣＡＴＶ富士五湖に切替えることで、月額料金を

安くすることができます。月々の請求とぜひ比べ

てみて下さい！

月額料金が安くなります！ プロバイダ料も格安です！

4,950

(

月
額) 円

ＦＧＯ光ご加入の場合

　 3,850円
アパート
の場合(  　　　　)

「フレッツ光」とあわせてプロバイダを利用中の

方は、継続して利用することが可能です。

ご新規の場合はＦＧＯ光が推奨するプロバイダを

ご利用下さい。（メールアドレスなし）

770

(

月
額) 円

ＦＧＯ光が推奨するプロバイダの場合

現在ご利用中のプロバイダを

継続利用する事も可能です。

（光より姿あらわし者･･･編）

アパートなどの集合住宅や
富士吉田市外の戸建て住宅向け



2ch 3ch

5ch 6ch

8ch 9ch

1ch

4ch

7ch

テレビ
神奈川

時 給　８００円～

パンの販売スタッフ 大募集！！

あんパン ・ 食パン ・ カレーパン

ＰＡＮ ＰＡＮ ベーカリー ℡.12-3456

勤 務　１０ ： ００～２０ ： ００
（時間内に３時間以上できる方）

明るくやる気のある方大歓迎

テレビ
地上デジタル放送

地域情報いっぱいのコミュニティチャンネル

地上

デジタル

年払いの場合は２４,２００円 【最後の 1 ヶ月分を割引】

アンテナを設置しないで、 外観を損なわずに、 テレビの視聴が可能になります。

２,２００ （６,６００円 /３ヶ月）利用料 円/月

おすすめ

放送チャンネルについて

１１０,０００加入工事金 円

お天気チャンネル

おくやみ情報

お店紹介番組

求人情報

ＣＡＴＶスペシャル

まちの話題

Ｗｅ ａｒｅ 青春部

まちかどトピックス

道路情報カメラ

（多チャンネルやインターネットなどをご利用の場合は毎月の引き落としとさせていただきます。）

電話・窓口にて受付

ＣＡＴＶ富士五湖の

スタッフが新規や

切替工事に関する

受付を実施します。

担当スタッフの訪問

日程などのご相談を

します。

1 スタッフが訪問にて契約2

※配線確認のため、作業員が機器のある風呂場、押し入れ、
クローゼット等に入らせていただく場合があります。

担当のスタッフがお約束した日時に訪問し、

「光ケーブル」での工事に必要なことなどの

ご説明をします。承諾いただければ契約書

へのサインをお願いいたします。

加入工事金もご用意ください。

また、同時に工事担当者が配線などの

確認もいたします。（１０分程度）

電源ユニットの取り付け

ご自宅の壁に取り付けたⅤ-ＯＮＵに宅内から

テレビ用のケーブルを通じて電気を送るための

ユニットを設置します。

※場合によっては分配器を確認いたします。

※宅内の配線の状況により施工方法が変わる場合があります。

7

作業は以上となります。作業は以上となります。

テレビの受信の確認

電波の測定と、しっかり

テレビが映っているか確認

いたします。

8

ご自宅に光ケーブルを配線

光ケーブルを

ご自宅の壁に

引き留めます。

5 光回線用機器の取り付け

新しいＣＡＴＶ機器

ご自宅の壁に

（Ｖ-ＯＮＵ）　　

取り付けます。

※設置場所は②の訪問
調査の際に決めさせて
いただきます。

6

を

光ケーブルの引き込み4
ご自宅へ光ケーブルを
配線します

※作業中は作業車を道路に
　 停めさせていただきます。

工事3

テレビ新規・切替工事の流れ

お約束した日時に訪問

基本戸建て宅内配線イメージ

電源部 AC

ユニットバスの上や屋根裏など

インターネット機器の取り付け （インターネットご加入の場合）

ＣＡＴＶインターネットにご加入希望、またはすでに

ＣＡＴＶインターネットにご加入の場合は、新しい

機器Ｄ-ＯＮＵをご希望の場所に取り付けます。

※設置場所は②の訪問調査の際に決めさせていただきます。

9

※すでにご加入済みで無線ＬＡＮ内蔵モデムをご利用の場合は
　　別途 無線ＬＡＮ機器をご用意ください。

ネットも同時に工事可能！

４

５ ６
７

９

８

３２

利用料金には、ＮＨＫの放送受信料は含まれていません。 ケーブルテレビの契約とは別に、ＮＨＫの受信契約をお願いしています。

お約束した日時に訪問

切替の場合は
保安器を交換

（おおむね１時間
　　　　　～２時間程度）

ＣＡＴＶ富士五湖指定の

工事業者が、お約束した

日時に伺います。

工事時間 （例）

月～土

・ ９:００

・ １１:００

・ １３:００

・ １５:００



実物大 実物大

V-ONU：映像用回線終端装置
光ファイバーケーブルの引き込み先の終端側に設置する、テレビ用光信号を

電気信号に変換するための装置のこと。 屋外の外壁に設置する場合は、同軸

ケーブル経由で屋内コンセントからの電源供給が必要です。

電源部
・電源部はお客様ご自宅内のコンセントに接続します。

・V-ONU の電源部をコンセントから取り外した場合、V-ONU への電源供給が

 できなくなり、ご自宅のテレビが映らなくなります。

・電源部は V-ONU 本体へ

　入れることができます。

施行の事例

屋外ボックス ACより ユニットバス上 ACより 引き込み口の横 ACより

施行の事例

※壁面に付属のねじを 3本使用し固定します。
※電話線と同じ様に引き留め金具も設置します。
※金具は工法によって変わる場合があります。

切替の場合は保安器を交換



屋内メディアボックス設置例屋外ボックス設置例 分配器付近電源設置例

施行の様子　※ＣＡＴＶ富士五湖は電気工事は行いません。新築時には事前に電気工事店にご相談下さい。

分配器付近に電源部が無い場合は壁面の

電気が通るテレビ端子から電源を取ります。

新築の場合は分配器の設置場所が

ユニットバスの上になる事が多いです。

ＣＡＴＶ機器用の電源部を 1口用意して

いただけるとスムーズに工事可能です。

マルチメディアボックス内には電源部や

ルーターなどの各種通信機器を複数台収

納できるため、お部屋の美観を損ねず、

スッキリとした見た目になります。

屋外に分配器や電源があるボックスを用意していただ

ければ、お家の美観を損ねません。壁の色に合わせる

事もできるので、スッキリとした見た目になります。

また作業員が屋内に入ることも減るのでプライバシー

保護にもつながります。



年払いの場合は６,０５０円 【最後の 1 ヶ月分を割引】おすすめ

ＢＳ（衛星放送）
テレビをもっと楽しもう！

分配器を付けるだけで簡単視聴開始！

放送チャンネルについて

１ ３ ５４ ７６ ８

１２１１

１ ４

８７

６５

ＢＳ

デジタル
５５０ＣＡＴＶプラス 円/月

※光工事済みの住宅のみご加入可能です。

Ｓ
Ｔ
Ｂ
不
要

※事務手数料 １,１００円　

※取り付け作業費　３,３００円 （分波器１つ含む）

※分波器 1 台追加ごとに１,１００円

分波器

実物大

施行の例

２３１ｃｈ ２３２ｃｈ ２６３ｃｈ２６０ｃｈ ２６５ｃｈ

ＣＡＴＶプラスご利用の場合はこの枠内のチャンネルも個別の有料契約で視聴可能です！

ぜひ光化工事をお申込みいただきご加入してみては？

（有料）

（有料） （有料）（有料）（有料）（有料） （有料）（有料）

（有料）（有料） （有料） （有料）

９９９ 101010

（有料） （有料）（有料） （有料） （有料）（有料）

ＢＳ

地デジ
ＣＡＴＶプラス

ご利用の場合は

分波器が必要です。

分波器

取付例

アンテナ

不要

ぜひ光化工事を

お申込みいただき

ご加入してみては？

居間のテレビだけ （１台）

初期費用 ： ４,４００円 / 月額 ： ５５０円

居間 ・ 寝室 ・ 子供部屋 （３台）

初期費用 ： ６,６００円 / 月額 ： ５５０円

ご自分で取り付ける場合の例

初期費用 ： ２,２００円 / 月額 ： ５５０円

居間 ・ 寝室 （２台）

初期費用 ： ５,５００円 / 月額 ： ５５０円

利用料金には、ＮＨＫの衛星放送受信料は

含まれていません。

ケーブルテレビの契約とは別に、ＮＨＫの

衛星放送受信契約をお願いしています。

（※事務手数料 ・ 取り付け作業費 ・ 分波器２台） （※事務手数料 ・ 分波器１台）

（※事務手数料 ・ 取り付け作業費 ・ 分波器１台）（※事務手数料 ・ 取り付け作業費）



ＣＡＴＶ専門

チャンネル

582ch581ch

-Animation-アニメ

-Etcetera-その他

ＳＤ790ch ＳＤ594ch

９９０ 円/月

２,２００ 円/月１,１００ 円/月

１,５４０ 円/月

１,６５０ 円/月

２,５３０ 円/月

２,５３０ 円/月

570ch 574ch

-Music-音楽

531ch 537ch

-Sports-スポーツ -TV drama-ドラマ

552ch 553ch

551ch532ch 534ch 557ch 553ch

530ch 541ch 568ch 747ch ＳＤ

-Documentary-ドキュメンタリー

596ch 597ch

514ch 566ch

-Entertainment&Hobby-娯楽・趣味

595ch515ch

565ch551ch551ch

522ch 529ch

１,１００円/月

550ch 556ch

-Movie-映画

１,６５０円/月３０ｃｈＣＳプラス

ＣＳ・多チャンネル
テレビをもっと楽しもう！

ＳＴＢを付けることで充実のテレビライフ！

放送チャンネルについて

１ ３ ５４ ６

７ ８ １２１１

５５０円/月

１,６５０円/月

Ｓ
Ｔ
Ｂ

ＳＴＢ

取付例

２台

初期費用 ： ４,４００円

　　　月額 ： １,１００円

２台

初期費用 ： ４,４００円

　　　月額 ： ３,３００円

１台

初期費用 ： ４,４００円

　　　月額 ： ５５０円

１台

初期費用 ： ４,４００円

　　　月額 ： ２,２００円

１台

初期費用 ： ４,４００円

　　　月額 ： ３,３００円

１台

初期費用 ： ４,４００円

　　　月額 ： １,６５０円

視聴のみ＋ＣＳプラス加入の場合 録画タイプ＋ＣＳプラスの場合

視聴のみタイプの場合 録画タイプの場合

２台

初期費用 ： ４,４００円

　　　月額 ： ６,６００円

２台

初期費用 ： ４,４００円

　　　月額 ： ４,４００円

ＢＳコース ＨＤ ０ 円/月
※ＳＴＢご利用の場合のみ

※セットアップ料 １,１００円

※取付作業料 ３,３００円

視聴のみタイプ

４Ｋ対応　録画タイプ

ＢＳコース ＨＤ

３０ｃｈＣＳプラス


