
2023日頃の感謝を込めて 今年も素敵な商品をプレゼント！第２０回 山梨ＣＡＴＶ お客様大感謝祭

感感謝謝!!!感感謝感謝感謝謝謝謝謝謝!謝!!!!感感謝感謝感謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝!謝謝!!謝!!

各商品１名様、全５名様にプレゼント

応募締切：２０２３年１月３１日（火） 必着
応募方法：ハガキ・ＦＡＸ・メールのいずれかに下記必要事項をご記入の上ご応募ください
必要事項：①住所　②氏名　③年齢　④電話番号　⑤ご希望商品（Ａ～Ｅ）
　　　　　　　⑥山梨ＣＡＴＶへのご意見、ご感想等お書きください
宛　　先：ハガキ ＞ 〒４０５-００１８ 山梨市上神内川１７１６ 山梨ビル２Ｆ 山梨ＣＡＴＶ(株) 新春プレゼント係
　　　　　　Ｆ Ａ Ｘ  ＞ ２３-１４７１
　　　　　　メール ＞ ｃａｔｖ＠ｆｒｕｉｔｓ．ｊｐ　件名を「新春プレゼント係」としてください

山梨ＣＡＴＶをご利用の皆様、期間中新規加入される皆様に感謝を込めて山梨ＣＡＴＶをご利用の皆様、期間中新規加入される皆様に感謝を込めて山梨ＣＡＴＶをご利用の皆様、期間中新規加入される皆様に感謝を込めて

※抽選結果の発表は発送をもって代えさせていただきます
※こちらで紹介している各商品へのご応募は 山梨ＣＡＴＶのご加入者ならびに新規ご加入者に限らせていただきます

お問い合わせはこちらまで 山梨ＣＡＴＶ株式会社
山梨市上神内川１７１６ 山梨ビル２階 ０５５３-２２-６８２２

http://fruits.jp
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ツインバードツインバード

ハンディーアイロン＆スチーマー
ウルトラワイドスチーム [ＳＡ-４０９７]

ハンディーアイロン＆スチーマー
ウルトラワイドスチーム [ＳＡ-４０９７]

真空断熱構造により、高い保温性・保冷力を実現

ＳＩＡＡマークを取得した“抗菌加工せん”を採用

真空断熱構造により、高い保温性・保冷力を実現

ＳＩＡＡマークを取得した“抗菌加工せん”を採用

煮る、焼く、蒸す、炒める、揚げる、炊く！　１台６役。

消費電力１０００Ｗの高火力でお料理からお菓子まで

マルチに活躍する、多機能電気鍋。

煮る、焼く、蒸す、炒める、揚げる、炊く！　１台６役。

消費電力１０００Ｗの高火力でお料理からお菓子まで

マルチに活躍する、多機能電気鍋。

商品協力：ショップチャンネル １１ｃｈ（ 111ch ・ 112ch ）にて好評放送中！

ショップチャンネルは生放送のショッピング専門チャンネル。 ファッションアイテム、コスメ、家庭用品、健康グッズなど、世界中から厳選した
商品を毎週７００アイテム以上ご紹介。ご注文は２４時間いつでもＯＫ。生放送ならではの臨場感をいかしたショッピング番組です。
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タイガー　抗菌加工せん採用！

 真空断熱ボトル
  洗浄剤付きセット<400㎖>
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トフィー １台６役！ 満足サイズで大活躍 

   コンパクトマルチ電気鍋
トフィー １台６役！ 満足サイズで大活躍 

   コンパクトマルチ電気鍋
オムロン 体重体組成計

 カラダスキャン [ＨＢＦ-２２６]

オムロン 体重体組成計

 カラダスキャン [ＨＢＦ-２２６]
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ハンガーに掛けたまま衣類のシワ伸ばしが簡単にでき

付属のブラシを外せばアイロンとしても使用可能な

１台２役のハンディーアイロン＆スチーマー。

ハンガーに掛けたまま衣類のシワ伸ばしが簡単にでき

付属のブラシを外せばアイロンとしても使用可能な

１台２役のハンディーアイロン＆スチーマー。

カラー：セピアアイボリーカラー：セピアアイボリー

乗るだけで個人を推定する自動認識機能を搭載した

薄型スリムタイプの体重体組成計。

乗るだけで個人を推定する自動認識機能を搭載した

薄型スリムタイプの体重体組成計。

ラクレットグリル、スモアメーカー、ホットプレートがひとつに！

温度調節は約６５℃～２５０℃（グリルプレート使用時）の

無段階火力調節タイプでクレープやハンバーグ、焼肉

までさまざまなお料理で活躍。専用レシピブック付き!

ラクレットグリル、スモアメーカー、ホットプレートがひとつに！

温度調節は約６５℃～２５０℃（グリルプレート使用時）の

無段階火力調節タイプでクレープやハンバーグ、焼肉

までさまざまなお料理で活躍。専用レシピブック付き!

◆個人情報の取扱いについて：お送りいただいた内容および個人情報は、当社の個人情報保護方針に従って適切に管理いたします。
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山梨ＣＡＴＶ
ＣＡＴＶでスマホが買える そんな時代になりました
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ＣＡＴＶでスマホが買える そんな時代になりました

２０２３年

    １
月号

山梨ＣＡＴＶ

お申し込み・お問い合わせはこちらまで

０５５３-２２-６８２２
山梨市上神内川１７１６ 山梨ビル２階 ＦＡＸ ０５５３-２３-１４７１

営業時間：午前９時～午後５時　月曜日～土曜日（祝日除く） 山梨市駅

街の駅
やまなし

中銀

柳橋

コンビニ

山梨ビル

山梨CATV
受付2階

※料金は税込表示です

● データプラン＋音声通話 または データプランのみ の契約が可能です。
● ～@docomo.ne.jp、～＠ezweb.ne.jp などのメールアドレスは使えません。Gmail他、無料メールサービスをご利用下さい。
● 初期費用として、新規（MNP含む）事務手数料 ３,３００円がかかります。
● 現在ご契約中のお客様はＳＩＭの交換が必要になります。準備が出来次第通知をお送りしますのでしばらくお待ちください。

注

意

～データ通信の使い方に合わせて選べる！～

NEWセットで

契約
ＳＩＭカードのみ

契約でＯＫ

（※） SIMフリースマホ、docomoLTE対応機種、SIMロック解除機種等が使えます。 使えない機種もございますのでご相談ください。

～A・Bの2通り～

ホームページ

（※）（※）

スマホ代
節約♪

スマホ代
節約♪

Ａ 今お使いのスマホを利用するなら B スマホを買い替えまたは新しく買いたい

月 額 料 金

データプラン

音声通話

契 約 方 法

本体価格　２３，１００円

頭金１２,１００円・２,８００円×４ヶ月分割

OS:ColorOS 12 based on Android™ 12 / 内部ストレージ：128GB

新

本体価格　４０，７００円

5G

頭金１８,７００円・３,７００円×６ヶ月分割

OS:ColorOS 12 based on Android™ 11 / 内部ストレージ：128GB

本体価格　３９，８２０円

5G

頭金１７,８２０円・３,７００円×６ヶ月分割

OS:Android™  11 / 内部ストレージ：128GB

本体価格　２２，６６０円

頭金１２,８６０円・２,５００円×４ヶ月分割

OS:Android™12 / 内部ストレージ：64GB

新  機  種  登  場  ！

その他CATV取り扱いスマホは ホームページをご覧ください

データ500K※

データ３ＧＢ

初めてのスマホ・メールやＳＮＳを
　　　中心に使う方にオススメ

ネット検索・ＳＮＳが中心、動画視聴は
　　　たまにする方にオススメ

６0０円／月 1,７0０円/月

88０円／月 1,９8０円/月
※当日を含まない過去３日間の通信量が366MBを超えると、通信速度が200Kbpsに制限されます。

セット料金

セット料金

通常料金

通常料金

その他「５GB」「１０GB」
「２０GB」のプランも
ございます。

音声通話をご利用の場合

今お使いの携帯番号をそのままご利用可能です。もちろん新しい番号のお申し込みもOK！（サービスエリアはNTTドコモのサービスエリアと同様になります）

たいた

ＣＡＴＶでまとめて楽々

ＣＡＴＶでまとめて楽々

★オートプレフィックス対象外は２２円／30秒となります。

●基本料・・・５0０円／月　　●通話料・・・11円／30秒★

    １
月

かけ放題オプションかけ放題オプション 登場 ! !! !登場 ! !おまたせしました！おまたせしました！

かけ放題
オプション
かけ放題
オプション

●５分かけ放題・・・66０円／月
●10分かけ放題・・・88０円／月
●かけ放題・・・1,76０円／月
●(法人用)10分かけ放題・・・1,980円／月

たとえば 合計月額料金

データ通信のみ
（データ５００Ｋ）  ➡ 60０円

データ５００Ｋ＋　　　　　　　➡ 1，760円
音声通話基本料

５分かけ放題

データ５００Ｋ＋音声通話基本料 ➡ 1，１０0円

↑↓ 山梨ＣＡＴＶのサービスのいずれかにご加入のお客様が　セット料金　の対象になります。セット料金
（テレビ・インターネット・ケーブルライン）
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