
◆ダブルサービスセット割引料⾦
割引 ⽉額利⽤料⾦

1Gコース 5,800円
（税込6,380円）

 9,100円☆
（税込10,010円）

100Mコース 5,200円
（税込5,720円）

 8,500円☆
（税込9,350円）

30Mコース 5,000円
（税込5,500円）

 8,300円☆
（税込9,130円）

10Mコース 4,400円
（税込4,840円）

7,700円
（税込8,470円）

お⼿軽1Mコース 3,100円
（税込3,410円）

6,400円
（税込7,040円）

1Gコース 5,800円
（税込6,380円）

 7,400円☆
（税込8,140円）

100Mコース 5,200円
（税込5,720円）

 6,800円☆
（税込7,480円）

30Mコース 5,000円
（税込5,500円）

 6,600円☆
（税込7,260円）

10Mコース 4,400円
（税込4,840円）

6,000円
（税込6,600円）

お⼿軽1Mコース 3,100円
（税込3,410円）

4,700円
（税込5,170円）

1Gコース 5,800円
（税込6,380円）

 7,300円☆
（税込8,030円）

100Mコース 5,200円
（税込5,720円）

 6,700円☆
（税込7,370円）

30Mコース 5,000円
（税込5,500円）

 6,500円☆
（税込7,150円）

10Mコース 4,400円
（税込4,840円）

5,900円
（税込6,490円）

お⼿軽1Mコース 3,100円
（税込3,410円）

4,600円
（税込5,060円）

1Gコース 5,800円
（税込6,380円）

6,300円
（税込6,930円）

100Mコース 5,200円
（税込5,720円）

5,700円
（税込6,270円）

30Mコース 5,000円
（税込5,500円）

5,500円
（税込6,050円）

10Mコース 4,400円
（税込4,840円）

4,900円
（税込5,390円）

お⼿軽1Mコース 3,100円
（税込3,410円）

3,600円
（税込3,960円）

※ インターネットはＤ－ＯＮＵレンタル料、プロバイダ料込の価格です。
☆「auスマートバリュー」対象コースです。

株式会社あさがおテレビ フリーダイヤル0120-084173
 ⽩⼭市⻄新町235－1  ＴＥＬ076-274-3333

お申込み・お問い合わせは―

ライトコース

700円
（税込770円）

2,200円
（税込2,420円）

（地上波+地域+BS放送）

らくらくコース

700円
（税込770円）

1,200円
（税込1,320円）

（地上波+地域放送）

スタンダードコース

700円
（税込770円）

4,000円
（税込4,400円）

（地上波+地域+BS+CS放送）

らくらくプラスコース

700円
（税込770円）

2,300円
（税込2,530円）

（地上波+地域+BS放送）

【集合住宅は対応しておりません】

あさがおテレビ料⾦表

⽩⼭麓地域
   〜テレビとセット加⼊で家計にやさしい〜

テレビ インターネット

＋

＋

＋

＋

－

－

－

－



◆ダブルサービスセット割引料⾦
割引 ⽉額利⽤料⾦

1Gコース 5,600円
（税込6,160円）

 8,400円☆
（税込9,240円）

100Mコース 5,000円
（税込5,500円）

 7,800円☆
（税込8,580円）

30Mコース 4,800円
（税込5,280円）

 7,600円☆
（税込8,360円）

10Mコース 4,200円
（税込4,620円）

7,000円
（税込7,700円）

お⼿軽1Mコース 2,900円
（税込3,190円）

800円
（税込880円）

6,100円
（税込6,710円）

 
1Gコース 5,600円

（税込6,160円）
 6,900円☆
（税込7,590円）

100Mコース 5,000円
（税込5,500円）

 6,300円☆
（税込6,930円）

30Mコース 4,800円
（税込5,280円）

 6,100円☆
（税込6,710円）

10Mコース 4,200円
（税込4,620円）

5,500円
（税込6,050円）

お⼿軽1Mコース 2,900円
（税込3,190円）

800円
（税込880円）

4,400円
（税込4,840円）

1Gコース 5,600円
（税込6,160円）

 6,800円☆
（税込7,480円）

100Mコース 5,000円
（税込5,500円）

 6,200円☆
（税込6,820円）

30Mコース 4,800円
（税込5,280円）

 6,000円☆
（税込6,600円）

10Mコース 4,200円
（税込4,620円）

5,400円
（税込5,940円）

お⼿軽1Mコース 2,900円
（税込3,190円）

800円
（税込880円）

4,300円
（税込4,730円）

1Gコース 5,600円
（税込6,160円）

6,000円
（税込6,600円）

100Mコース 5,000円
（税込5,500円）

5,400円
（税込5,940円）

30Mコース 4,800円
（税込5,280円）

5,200円
（税込5,720円）

10Mコース 4,200円
（税込4,620円）

4,600円
（税込5,060円）

お⼿軽1Mコース 2,900円
（税込3,190円）

3,300円
（税込3,630円）

※ インターネットはＤ－ＯＮＵレンタル料、プロバイダ料込の価格です。
☆「auスマートバリュー」対象コースです。

株式会社あさがおテレビ フリーダイヤル0120-084173
 ⽩⼭市⻄新町235－1  ＴＥＬ076-274-3333

お申込み・お問い合わせは―

らくらくコース

800円
（税込880円）

1,200円
（税込1,320円）

（地上波+地域放送）

【集合住宅は対応しておりません】

ライトコース

1,000円
（税込1,100円）2,200円

（税込2,420円）

（地上波+地域+BS放送）

スタンダードコース

1,200円
（税込1,320円）4,000円

（税込4,400円）

（地上波+地域+BS+CS放送）

らくらくプラスコース

1,000円
（税込1,100円）2,300円

（税込2,530円）

（地上波+地域+BS放送）

あさがおテレビ料⾦表
（3年契約）

⽩⼭麓地域
   〜テレビとセット加⼊で家計にやさしい〜

テレビ インターネット
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－


