
みらーれＴＶ　標準工事基本料金表（税込）

　ＳＴＢ：セットトップボックス（ＢＳ、ＣＳ番組用チューナー）

【引込工事標準価格】
①　新規引込工事（テレビ・インターネット共用） 19,800 円 ～ 配線の長さが４９ｍまで

②　撤去工事

・　引込線撤去工事 13,200 円

・　部分撤去工事(インターネットを残す場合） 7,150 円 テレビロックダミー取付

【テレビ宅内工事標準価格】
１．　新規契約

①　エコノミー新規 16,500 円 ～ 原則１箇所２０m露出配線

②　ＢＳ、多チャンネルまたは４Ｋサービス（ＳＴＢ1台）新規 18,700 円 ～ 原則１箇所２０m露出配線

③　接続調整のみの新規加入（既設の配線を使用する場合）

・　エコノミー接続（測定・調整） 8,800 円

・　ＢＳ、多チャンネルまたは４Ｋサービス（ＳＴＢ１台）接続 11,000 円

※ブースターの設置、録画機器との接続については別途業者にお問い合わせくだい。

２．　契約変更工事価格

①　エコノミーからＢＳ、多チャンネルまたは４Ｋサービスに変更

 ・　STB１台追加 5,500 円

 ・　STB２台目以降追加 ﾌﾟﾗｽ 2,200 円 １台目と同時に設置する場合

②　ＢＳ、多チャンネルまたは４Ｋサービスからエコノミーに変更

 ・　STB１台撤去 5,500 円

 ・　STB２台目以降撤去 ﾌﾟﾗｽ 2,200 円 １台目と同時に撤去する場合

③　ＳＴＢの交換（STB ⇔4KSTBまたは 録画機能付STB）

 ・　STB１台交換 6,600 円

 ・　STB２台目以降交換 ﾌﾟﾗｽ 3,300 円 １台目と同時に交換する場合

【インターネット宅内工事標準価格】
①　新規インターネット配線工事 引込み工事がされている場合

 ・　宅内配線工事 16,500 円 原則１箇所２０m露出配線

 ・　保安器及びケーブルモデムへの接続 8,800 円 既に宅内配線してある場合

②インターネット解約工事

 ・　ケーブルモデム撤去（テレビを残す場合） 8,250 円 ロックダミー取付

 ・　ケーブルモデム撤去（引込線を撤去する場合） 1,100 円 別途引込線撤去費用13,200円有

　　　　　　　　　　　　　（引込線撤去業者と異なる業者をご希望の場合は5,500円）

注・料金表は基本料金ですので、ご自宅の配線状況やご要望によって、別途料金がかかることがあります。

（詳しくはご依頼の宅内工事業者にご相談ください。） （R3.3.1改訂）



地区 　　事　業　所　名  電話番号 備考 地区 　　事　業　所　名  電話番号 備考

朝日 北山住設 83-0162 黒部 池田電機 65-2339

朝日 (有)共和電設 83-0204 黒部 eRうえの　電化の宇奈月 65-1898

朝日 サカイデンキ工事 82-0841
ｴｺﾉﾐｰ・STB
のみ 黒部 中電気商会 65-0065

朝日 たけ電気 090-8968-6942 黒部 ハセガワ 65-1233

朝日 電化ショップしみず 83-9800 黒部 飯沢電工 57-1240

朝日 南常電気 83-0264 黒部 (有)伊藤通信 54-4568

朝日 南茂電機商会 83-3040 黒部 Ａ＆Ｖヤナガワ 52-0354

朝日 (有)坂東電器 83-0066 黒部 大懸電機商会 56-8158

朝日 古澤電気 83-0612 黒部 大高建設(株) 62-1106 ｴｺﾉﾐｰのみ

朝日 松原電機商会 83-3055 黒部 おおつぼ電工 32-5271

朝日 水野電設 84-8208 黒部 大平電設 54-1080

朝日 (有)明進電機 83-0018 黒部 大屋電機商会 52-0836

朝日 (有)吉田通信特機 82-2807 黒部 (有)川端電気 56-9116

朝日 米丘電機商会 83-1260 黒部 佐度電機商会 52-1738
ｴｺﾉﾐｰ・STB
のみ

入善 井田電機商会 76-0016 黒部 （株）ＳＡＬＶＡ 54-9634

入善 岩田デンキ 72-0711
ｴｺﾉﾐｰ・STB
のみ 黒部 サンポートたかやま 52-1323

入善 (有)大田電気商会 72-0323 黒部 関口電機商会 54-0539

入善 金沢電機修理センター 72-3253 黒部 大上戸電気(株) 56-8820

入善 カヤハラ電化 78-1919 黒部 高島電機商会 52-2316

入善 菊田電気設備工事店 72-4085
ｴｺﾉﾐｰ・STB
のみ 黒部 (有)電化のオオツボ 57-0032

入善 黒東電機商会 78-1501 黒部 電工イケ 52-3374

入善 (株)小竹電機 76-0075 黒部 中電設 57-1550

入善 システムテック(株) 74-0850 黒部 (有)中井電機 54-2327

入善 白石電器 72-0316 黒部 (株)中西電気 54-5880

入善 高田電気商会 78-1490 黒部 中野電気工事 52-2834

入善 電化のヨネダ 78-0137 黒部 (有)永森電工 54-4593

入善 (有)長島電気工事 72-5643 黒部 パナタウンみやざき 54-2236

入善 ナカノデンキ 72-4771 黒部 ハマダ電器 54-2148

入善 (有)中村電気 72-0070 黒部 ひらの電機 54-2255

入善 広多電気商会 72-3985 黒部 北陸電気工事㈱新川支社 52-0171
ｴｺﾉﾐｰ・STB
のみ

入善 前田電気商会 72-0545 黒部 （有）松井電気商会 57-3308

入善 松沢電気商会 72-0138 黒部 （株）マツダ電気 52-0595

入善 松原電器 72-0555 黒部 みなとやでんき２ 52-5354

入善 ミチイチデンキ館 72-0126 黒部 ミヤデンキ 54-3017

入善 柳原電機 78-0001 黒部 本島電器総業(株) 52-0640

入善 (株)米澤電気商会 72-0072 黒部 山崎電気 56-9371

入善 (有)わたなべ電装 74-9300 （R3.3.1改訂）

みらーれTV　宅内工事業者一覧表


