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4K・8K 対応光放送サービス及び超高速光インターネット接続サービスの
提供エリア拡大について
～

長野県諏訪市においてサービス提供開始

～

当社グループの CATV 事業を担うエルシーブイ株式会社（本社：長野県諏訪市、代表取締役社長：
吉澤君弘、以下「エルシーブイ」）が、長野県諏訪市の一部エリアにおいて、光ファイバー回線を利用
した 4K・8K 対応放送サービス「LCV ひかり de テレビ」及び、上り下り最大 1Gbps※1 の超高速イン
ターネット接続サービス「LCV ひかり de ネット」のサービス提供を開始いたしましたので、別添の
通りお知らせいたします。
総務省によると、4K 対応テレビの国内市場は、2020 年までに累計 2,634 万台、世帯普及率約 50％
まで伸長すると予想されています※2。ケーブルテレビは、衛星放送と並んで 4K 視聴の選択肢となり、
従前にも増して社会インフラとしての重要性が高まるものと考えます。
この様な展望のもと、当社は、今後の 4K・8K 対応放送サービスへの需要の高まりを、グループの
CATV 事業拡大の大きなチャンスと捉え、各ご家庭までの FTTH（光ファイバー）化及び光放送サー
ビスの整備・普及を推進しております。これにより、今般、長野県においても、光ファイバー回線を
利用した放送サービス及び超高速インターネット接続サービスの提供を開始いたしました。
「LCV ひかり de テレビ」は、4K 実用放送が開始（総務省発表；平成 30 年 12 月 1 日）された際に
も、4K 対応衛星アンテナへの交換や 4K 放送対応チューナーの取付など、煩わしい手続きを要するこ
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。
当社は CATV 事業者の先行者として、「LCV ひかり de テレビ」を、近い将来の 4K チューナー内蔵
テレビや 4K 対応衛星アンテナの普及に先駆けて既存顧客へのサービスを向上させ、また、新規顧客を
獲得する戦略商品と位置づけ、拡販を推進してまいります。
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 282 万件
のお客様にご利用いただいております。今後も地域・社会の課題解決に貢献できる商材・サービスの
提供に積極的に取り組み、顧客満足度向上に努めてまいります。
以
※1

ベストエフォート方式のサービス

※2

総務省「4K・8K ロードマップに関するフォローアップ会合

第二次中間報告」（2015 年 7 月 30 日発表）より

上
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グループ会社であるエルシーブイ株式会社における
4K・8K 対応光放送サービス「LCV ひかり de テレビ」及び
超高速光インターネット接続サービス「LCV ひかり de ネット」
提供開始のお知らせ

株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク（本社：静岡県沼津市、代表取締役社長：福田安広、以下
「当社」
）は、2018 年 12 月に実用放送が開始される予定※1 である衛星 4K・8K 放送※2 への対応に向けて、
グループ各社の FTTH（光ファイバー）化及び光放送サービスの整備・普及を推し進めております。
この度、エルシーブイ株式会社（本社：長野県諏訪市、代表取締役社長：吉澤君弘、以下「エルシー
ブイ」
）は 10 月 1 日より、長野県諏訪市の一部エリア※3 において、光ファイバー回線を利用した 4K・8K
対応放送サービス「LCV ひかり de テレビ」及び、上り下り最大 1Gbps※4 の超高速インターネット接続
サービス「LCV ひかり de ネット」のサービス提供を開始いたしました。
「LCV ひかり de テレビ」は、光ファイバー回線を利用した 4K・8K 対応放送サービスで、地上・衛星
放送を無変換のパススルー方式※5 で提供します。総務省が発表している「次世代高度化放送」のロード
マップ※6 によれば、
4K 対応テレビの国内稼働台数は、2020 年までに累計 2,634 万台(世帯普及率：約 50％)、
2025 年には累計 5,531 万台(世帯普及率：100％)まで伸びると予想されています。エルシーブイは、今後
の 4K・8K 放送への需要の高まりに対応するため、各家庭への光ファイバーの敷設を進め、衛星 4K 実用
放送に対応してまいります。お客様は「LCV ひかり de テレビ」にご加入いただくことで、4K 実用放送
が開始された際に、4K に対応した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。
「LCV ひかり de ネット」は、光ファイバー回線を利用した上り下り最大 1Gbps の超高速インター
ネットサービスで、Wi-Fi 機能付きで快適にご利用いただけます。エルシーブイは自社のセンター設備を
10G 化（「10G-EPON」を採用）しており、今後データ伝送容量の拡大整備を進めることで、さらなる
超高速インターネットサービスの展開も目指してまいります。
また、
「LCV ひかり de ネット」にご加入いただくことで、固定電話サービス「LCV ひかり de トーク」
がご利用いただけます。
「LCV ひかり de トーク」では、au※7 またはソフトバンクのスマートフォンと
セットで利用することで、スマートフォン利用料金の割引サービスが適用される「ケーブルプラス電話※8」
または「ひかり de トーク S」をお選びいただけます。
今後も、当社のグループ各社における FTTH 化及び光放送サービスの普及を推し進め、お客様にご満足
いただけるサービスが提供できるよう、設備の整備・増強及びサービスの拡充に努めてまいります。

■サービス概要
LCV 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。
地上デジタル

7ch

ＢＳデジタル 11ch
サービス内容

ＣＳデジタル

2ch

自主制作

2ch

合計 22ch

※ 地上/BS/CS 放送をパススルー方式で提供します。
※ 2018 年 12 月に放送開始予定の 4K・8K 実用放送に対応してまいります。
※ この他に行政チャンネルや有料多チャンネルサービスがございます。

月額利用料

2,500 円

LCV ひかり de ネット ＆ LCV ひかり de トーク

サービス名

「LCV ひかり de ネット」
上り下り通信速度最大１Gbps の Wi-Fi 機能付きインターネットサービスです。

サービス内容

「LCV ひかり de トーク」
「LCV ひかり de ネット」ご加入でご利用いただける固定電話サービスで
「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ます。

戸建向け（ホームタイプ）
5,030 円
集合住宅向け（マンションタイプ）
4,530 円
月額利用料

※ 戸建向けは、「LCV ひかり de テレビ」を含めた月額利用料の合計に「2 年継続セット割」
を適用し、
「LCV ひかり de テレビ」の定価を差し引いた場合の実質価格です。
※ 集合住宅向けは、
「マンション 1 年継続割」を適用した場合の実質価格です。
※ ISP、回線、ONU レンタル、
「LCV ひかり de トーク」の基本料金が含まれています。
※ 別途「LCV ひかり de トーク」の通話料金がかかります。

通話料金

「ケーブルプラス電話」

「ひかり de トーク S」

国内一般電話、国内 IP 電話(全国一律)

国内一般電話、国内 IP 電話(全国一律)

8.00 円／3 分

割引サービス適用

7.99 円／3 分

au のスマートフォンなどのご利用で
※9

「au スマートバリュー」

適用

ソフトバンクのスマートフォンなどの
ご利用で「おうち割 光セット」※10 適用

「セット割」について
「LCV ひかり de テレビ」と「LCV ひかり de ネット＆LCV 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。
戸建向け（ホームタイプ）
7,530 円
※ 別途「LCV ひかり de トーク」の通話料金がかかります。
※ 料金はすべて税抜表記となります。

※1

総務省「BS・東経 110 度 CS による 4K・8K 実用放送の業務等の認定の実施」
（2017 年 1 月 24 日発表）より

※2

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。

※3

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。

※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

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

総務省「4K・8K ロードマップに関するフォローアップ会合 第二次中間報告」
（2015 年 7 月 30 日発表）より

※7

au は KDDI 株式会社の登録商標です。

※8

ケーブルプラス電話は、KDDI 株式会社の登録商標です。

※9

au スマートバリューは、KDDI 株式会社の登録商標です。

※10

おうち割は、ソフトバンク株式会社の登録商標です。

※

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。

【お問い合わせ先】
株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク
TEL：0120-696-942 （通話料無料、受付 9:30 ～ 18:30）
http://www.thn.ne.jp/

