2016 年 1 月 15 日
株式会社南東京ケーブルテレビ

報道関係各位

ケーブルテレビ品川、
ケーブルテレビ品川、新たに MVNO 事業を開始

データ SIM カードと、モバイル
カードと、モバイル端末
モバイル端末を
端末を１月 18 日から販売
日から販売
株式会社南東京ケーブルテレビ（本社：東京都品川区 社長：増田成寿 以下、ケー
ブルテレビ品川）は、新たに MVNO(仮想移動体通信事業者)事業を開始し、モバイル
データ通信サービス「しながわ データ SIM」を 1 月 18 日より販売いたします。
「しながわ データ SIM」には、LTE 高速データ通信対応の SIM カード(※)(以下、SIM
カード)単体と、SIM カードとモバイル端末とのセットの 2 つのサービスがあり、SIM カー
ドの通信容量を 2GB、5GB、7GB の 3 プランから選ぶことができます。プランの容量を使い切れなかった場合は、
差分が翌月に繰り越しされ、無駄なく利用できます。
月額料金は、2ＧＢの場合、SIM カード単体で 1,180 円、SIM カードとモバイル端末のセットで 2,180 円。但し、
ケーブルテレビ品川の各種サービスにご加入いただいているお客さまは、通常料金よりお得な月額料金でご利
用いただけます。初期費用は、プランに関らず、登録料 3,000 円のみです。
「しながわ データ SIM」は、ケーブルテレビ品川のお客さま窓口「しなココ戸越銀座」などで販売し、プランのご
相談なども承ります。また、「しながわ データ SIM」の販売にあわせて、本 SIM カードで利用可能な Android 搭載
タブレットの新機種の販売も開始いたします。（サービスの詳細は概要をご参照ください）
ケーブルテレビ品川では、時代とともに変化するお客さまのニーズにあったサービス展開を通じて、より快適
で豊かな生活環境を提供して参ります。

以上

※.一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下、JCTA)と株式会社インターネットイニシアティブが、ＮＴＴドコモの回線を利用し、全国のケーブ
ルテレビ事業者に向けて業界連携ＭＶＮＯプラットフォームを提供する仕組みを活用した、低価格で安定したモバイル通信サービスです。

【 しながわ データ SIM 】 概要
○販売開始日：1 月 18 日（月）
○販 売 店： しなココ戸越銀座 (東京都品川区平塚 2-16-4) 営業時間：10：00～18：00/水曜定休
電話でのお申込み： 0120-559-470 受付時間：平日 9:30～20:00/土・日・祝日 9:30～18:30
○初期費用： 登録料 3,000 円 （料金はすべて税抜）
○月額通信料金： ～下表をご覧ください～

ＳＩＭカード （単体）

＊データ通信専用

プラン

２G プラン

５G プラン

７G プラン

ケーブルテレビ品川加入者料金
[通常料金](*1)

980 円

1,980 円

2,680 円

[1,180 円]

[2,180 円]

[2,880 円]

本 SIM カードがご利用可能な端末は、上記端末の他、SIM フリー端末または㈱NTT ドコモの提供する一部の端末です。

ＳＩＭカード + モバイル端末 セット

＊データ通信専用

コース

スマホセット

ルーターセット

セット内容

ＳＩＭカード+スマホ

ＳＩＭカード+ルーター

ケーブルテレビ品川加入者料金
[通常料金](*1)

ZenFone™
ZenFone™ 2 Laser ZE500KL
［ASUS 製］OS：Android™ 5.0

SIM カード月額通信料金（上記各プラン）
＋ 端末料金(*2) 1,000 円 [1,300 円]
ZenFone™
+F FS020W
ZenFone™ 5 A500KL
[FUJISOFT 製]
［ASUS 製］OS：Android™ 4.4.2

モバイル
端 末
*3

容量

16GB

8GB

―

*1. 「通常料金」はケーブルテレビ品川の他のサービス加入者ではない場合に適用
*2. 端末料金は 24 ヵ月目までとなり、25 ヵ月目以降は、通信料金(SIM カード)のみの月額利用料でご利用いただけます。
*3 スマホセット端末「ZenFone™ 2 Laser」では、データ SIM カード「2GB プラン」をご利用できません。
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【料⾦例】
・２GB プランで、端末 ZenFone™ 5 をご利⽤の場合

＊しながわ データ SIM はデータ通信専用のため、音声通話には通話アプリが必要です。

【関連サービス】データ SIM カード対応 Android 搭載タブレット 新機種販売開始

ホームアプリ + タブレット (単体)
ASUS ZenPad™
ZenPad™ 8.0（
8.0（Z380KL）
Z380KL）

月額利用料金 1,800 円/台

ASUS ZenPad™
ZenPad™ 10（
10（Z300CL）
Z300CL）

月額利用料金 1,800 円/台

[通常料金 2,300 円/台]

[通常料金 2,300 円/台]

契約期間：24 ヵ月
ＯＳ ：Android™ 5.0
容量：8GB

契約期間：24 ヵ月
ＯＳ ：Android™ 5.0
容量：8GB

＊しながわ タブレットサービスの利用契約と同時に「ホームアプリ利用規約」および「ケーブルテレビ品川とことんサポート利
用規約」に同意の上、お申し込みが必要になります。
＊契約事務手数料として、1 契約につき 3,000 円（税抜）がかかります。
＊契約期間は利用開始日の属する月の翌月から 2 年間(24 ヵ月)です。契約期間満了後、端末はお客さまに譲渡します。
＊Android 搭載タブレットでデータ通信をご利用するためには、別途「しながわ データＳＩＭ」のご契約が必要です。初期費用
として、登録料 3,000 円/台（税抜）がかかります。

◆株式会社南東京ケーブルテレビ について◆ http://www.cts.ne.jp/
南東京ケーブルテレビ（ケーブルテレビ品川）は、品川区にお住まいの約 20 万世帯のうち、約 16 万世帯にご加入い
ただいており、品川区内の約 8 割の世帯にケーブルテレビ放送を提供しています。
お客さまへ喜びと感動を伝え、相互理解を深め、安⼼、安全な街づくりをサポートいたします。
【提供サービス】
・テレビサービス (コース：マックス、ビッグ、αエース、ミニ ほか）
・インターネットサービス (コース：かっとびメガ 160、かっとびワイド、かっとびプラス、かっとびジャスト ほか）
・ケーブルプラス電話サービス
・スマートホームサービス (リモート操作で家の中を自由自在にコントロールできる「インテリジェント ホーム」*、
防災情報や⾝近で便利な⽣活情報を⾳声とテレビで自動的にお知らせする「しながわテレビ・プッシュ」)
・モバイルサービス≪New≫

など

*「インテリジェント ホーム」は、イッツ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
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