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実施中！
冬冬

NEW

詳しくは、au取扱店またはauホームページへ

【auスマートバリュー（以下、本割引）について】
※J:COMサービスとau携帯電話（以下、au端末）のご契約者が同一姓かつ同一住所の場合、お申し込みいただけます。50歳以上のご家族の場合は、J:COMサービスにご契約している住所と別住所でもお申し込みい
ただけます。別姓やau端末が累計5回線以上の場合は、ご家族・同一住所であることの証明書が必要です（別住所で50歳以上はご家族の証明書のみ）。※適用は、au端末10回線まで。※本割引にお申し込みいただい
た翌月末時点で、対象のJ:COMサービスをご利用中の場合（一部サービスはお申込手続き完了後）、お申込翌月ご利用分から割引適用となります。※au端末ご利用料金より割引されます。※割引額は、月末時点で加
入しているau端末の料金プランなどにより判定します。月末時点で条件を満たさない月は割引適用されません。※au端末を、解約・一時休止・譲渡された場合、割引の適用は解約・一時休止月の当月、譲渡月の前月を
もって終了となります。※対象のJ:COMサービスを解約・転居・一部サービスの変更をされた場合、割引の適用は解約・転居・サービス変更月の前月をもって終了となります。またこの場合、本割引の再登録が必要とな
る場合があります。※対象のJ:COMサービスの開通がお客さま都合で取り消しされた場合、それまでの割引額がau端末ご利用料金に合算請求さ
れます。※KDDIが実施する他の施策とは併用できない場合があります。※別途契約にかかる費用、ユニバーサルサービス料などが必要です。

auスマートバリュー ※auへのお申し込みが必要です

097-542-1121
【ご注意】※2020年3月末までに工事完了の方が対象です。※J:COM 大分提供サービスのご加入には、各自治体により提供される
基本サービスへのご加入が必要となる場合があります。この場合、当該サービス各月額利用料金には、自治体提供の基本サービス
月額料金は含まれません。※割引適用を除き、各サービスのご利用・解約、サービス変更には工事費／手数料／初期費用などが必
要です。※長期契約プラン以外の料金プラン（自動更新・契約解除料金無し）もご用意しています。※長期契約プランの適用がない
場合、J:COM TV、J:COM NETには6カ月の最低利用料金があり、途中解約の場合は残月分のご利用料金（消費税相当額含む）を一括してお支払いいただきます。※割引およびキャッシュバック・特典内容は予告なく変更となる
場合があります。※2019年8月末現在（一部除く）。※「くらしサポートサービス」はJ:COM 大分の全エリア、その他J:COMサービスは大分市／由布市／津久見市の各エリアの一部（集合住宅は光導入済物件のみ）、豊後大野市、
九重町・国東市（安岐町）で提供しています。なおご住所や建物によってはご利用いただけない場合や、割引およびキャッシュバック・特典の適用条件・期間などが異なる場合があります。※会社名・製品名・サービス名は、各社
の登録商標または商標です。一部申請中のものを含みます。※表示価格は、特に記載のある場合を除き税抜です。別途消費税分をご請求いたします。※画像・画面・イラストはすべてイメージです。

お問い合わせ・お申し込みは

2019.09.207692

〒870-1193 
大分市松が丘三丁目1-12
jcom 大分

AM9：00～PM6：00
（年中無休）

大分ケーブルテレコム株式会社

※発信者番号を非通知に設定されている場合は、097の前に「186」をつけてお電話ください。

J:COMサービスのご利用 auサービスのご利用

ネット 電 話
au

スマホテレビ＊1
＊2

いずれか2サービス以上
※J:COM MOBILEは適用対象外です

指定の料金プランなど

J:COMとセットで、
auスマホのご利用料金が

永年割引！

お友達ご紹介で

お友達をご紹介いただき、ご成約になった場合
あなたに商品券を郵送いたします!!

※商品券の金額は消費税率が変動しても変わりません。　イラストはイメージです。

新規ご契約者さまご紹介で

サービス追加ご契約者さま
ご紹介で

10,000
5,000

の商品券プレゼント!

の商品券プレゼント!

円円

円円

【お友達紹介特典について】〈対象者〉※J:COM 大分提供サービスにご加入中で、専用はがき経由でお知り合いをご紹介いただいたお客さま。※ご紹介いただくお客さまが対象サービスへお申し込みの上、申込月の
6カ月後までの工事完了が必要です。※ご紹介いただくお客さまは、対象サービスいずれかの未加入サービスに新規で加入される方が対象となります。〈対象サービス〉J:COM 大分提供のTV・NET・PHONE・メガ
パック（長期コース）・HOME（長期コース）〈適用〉※同一名義でのご契約は適用対象外。※商品券の発送は、ご紹介いただくお客さまの設置工事完了翌月末となります。※ご紹介いただくお客さまが新規・サービス
追加でご契約いただいた日から1カ月以内に紹介ハガキを投函された方のみ対象となります（消印有効）。※J:COM 大分エリア内でのご紹介に限ります。〈ご注意〉※各サービスのオプション追加・サービス変更は対
象外となります。※J:COM関係者・J:COM 大分提供サービス未加入者・J:COM 大分エリア以外にお住まいの方からのご紹介は対象外となります。
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大分ケーブルテレコムにお友達を紹介してください！大分ケーブルテレコムにお友達を紹介してください！

＊1 一部のコースは対象外です。＊2 機種によって、ご加入いただける料金プランなどが異なります。※ケーブルラインからのサービス切替には、別途工事（有料）が必要です。【割引額】〈新auピタットプラン〉デー
タ容量1GB超の場合：永年月額500円（税抜）割引（データ利用量1GB以下の月は、割引適用なし）、〈auピタットプラン＊3〉データ利用量2GB以下の場合:永年月額500円（税抜）割引／データ利用量2GB超の場合:
永年月額1,000円（税抜）割引（auピタットプラン（シンプル）でデータ利用量1GB以下の月は、割引適用無し）、〈auピタットプラン（S）〉データ利用量2GB以下の場合 :永年月額500円（税抜）割引／デー
タ利用量2GB超の場合 :永年月額1,000円（税抜）割引、〈auフラットプラン〉永年月額1,000円（税抜）割引。〈auデータMAXプラン〉永年月額1,000円（税抜）割引。＊3 2019年6月末新規受付終了。※
ご加入の料金プランにより割引額は異なります。その他の料金プランについては、auホームページをご確認ください。

J:COM 電力に切り替えて
毎月の電気代をもっとおトクに！

従量メニューにも、 にも対応！

※ご契約には、他の小売電気事業者からJ:COMへ契約切替が必要です。※電力量料金の割引適用には、弊社指定のテレビまたはインターネットを含む長
期契約プランへの新規ご加入が必要です。単体でご加入の場合、割引適用はありません。

J:COM 電力 家庭用コース

電力セット割

12,000円 割引!（税抜）J:COMの
月額基本料金から

500円（税抜）/月 × 24カ月

新規・サービス追加で対象プランにご加入されると
例えば、新規・サービス追加で

「スマートもっとお得プラン1G 電力セット」に加入されると

6,000円 割引!（税抜）

500円（税抜）/月 × 12カ月

サービス変更で対象プランにご加入されると
例えば、サービス変更で

「スマートもっとお得プラン1G 電力セット」に加入されると

※対象プランはほかにもあります。詳しくはお問い合わせください。

J:COMの
月額基本料金から

※詳しくは下記【電力セット割について】、【スマートもっとお得プラン１Ｇ 電力セットご契約条件】をご確認ください。

オール電化向けメニュー

総額 総額

※お客さまの現在のご契約プランまたは電気設備によっては、ご加入いただけるプランが異なります。詳しくはJ:COMホームページ(www.jcom.co.jp)をご確認ください。
※ご加入には検針票の提出が必要です。

【電力セット割について】〈対象者〉※対象プランにお申し込みいただき、お申込翌月末までに設置工事を完了されたお客さま（お住まいの建物により設置工事完了月の条件が異なる場合があります）。〈適用〉※新規、サー
ビス追加またはサービス変更で対象の「電力セット」に加入されると、設置工事完了翌月より月額利用料金を割引いたします。ご加入月は日割り計算。※適用はTV１台、NET１回線、PHONE１回線のみ。〈ご注意〉※
割引期間終了後は、通常料金にて自動契約となります。※割引期間中にサービス変更された場合、割引は終了となります。【「J:COM 電力 家庭用コース」（以下、本サービス）に関する特定商取引法に基づく表示】
※電気のご使用がない場合も、基本料金は発生します。※料金等の詳細は「加入契約約款 料金表Ⅲ」をご確認ください。※本サービスは、一般送配電事業者の送配電線を利用するため、近隣の停電、その他天災地
変などやむを得ない場合は、同様に停電します。※本サービスを含む長期契約プラン（電力セット）ご加入者さまが、J:COMサービスエリア外へ転居される場合、本サービスのみ継続してご契約いただける場合があ
ります。ご契約条件など、詳しくはお問い合わせください。※お住まいのエリアや現在のご契約内容によっては、本サービスへお切り替え・ご継続いただけない場合があります。●クーリング・オフについて :1.本サービ
スご契約時にお渡しする「J:COMサービスご加入に関する重要事項説明」受領日から8日を経過する日までに弊社に書面でお申し出いただければ、本サービスの提供契約を解除することができます。本サービスの提
供開始日（切替日）は、後日弊社より通知します。2.既に本サービスがお客さまに提供開始されている場合は、本サービスの解約に関する費用は弊社が負担いたします。●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基
づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付いたします。【スマートもっとお得プラン1G 電力セットご契約条件】①3年間（集合住宅は2年間）の継続利用（同一名義・同一回線 /自動更新）。②前記
条件を満たさなくなった場合には、〈一戸建て〉ご利用開始・更新から解約まで、13カ月未満：35,000円（税抜）/13カ月以上25カ月未満：25,000円（税抜）/25カ月以上36カ月未満：15,000円（税抜）、〈集合住宅〉
25,000円（税抜）の契約解除料金が必要となります。③1契約ごとにTV1台、NET1回線、PHONE1回線またはメガパック1契約のみ。※J:COM PHONEの事務用回線は、本プランの適用対象外となります。

（例）従量メニュー

１０%１０%
割引！！割引！！

最大最大

特長1 特長2
電気代がおトク！

さらに
J:COMサービス利用料金も割引に！

切り替えかんたん！
解約手続き・

室内工事は不要。

特長3 特長4
安心！

これまでと同じ品質で
安心。

便利！
お支払いがまとまるので

便利。
しかも

★1

★1

★2

※室外メーター（電力量計）の交換作業が必要となる場合があります（無料）。

★2「従量メニュー」ご契約の場合。電気料金総額の割引率ではありません。

家電をどこでも快適に操作したい方に！

便利

J:COM HOMEでできること。いつもの暮らしをもっと便利に、もっと安心を

設置・設定は当社スタッフに全ておまかせ
加入後の操作説明などサポートが無料 専用アプリでラクラク管理

J:COM HOMEは、専用端末を設置・設定するだけで、便利で安心な暮らしをサポートするサービスです。

お持ちの家電を声やスマホで操作したり、外出先からお部屋にいる家族の様子をスマホで確認できたりいろいろな使い方ができます。

設置や設定はもちろん使い方レクチャーまで、当社スタッフが全て対応してくれるので手軽に始めることができます。

選べるパックやオプション
見守りパック

外出先からいつでもおうちの中を見守りたい方に！
or

安心端末代
実質

0円★1

家電パック

料理中、
手が離せないとき…

おすすめ
ポイント

声やスマホで家電を操作
快適なお部屋に
帰りたいとき…

外出先からおうちの中を見守り
買い物中、家族の
帰宅が気になるとき…

仕事の合間、
ペットに会いたいとき…

便  利 安  心

Google Home Mini 赤外線リモコン マルチセンサー ネットワークカメラ

※カメラはオプションです（別途購入が必要）。

赤外線リモコン 訪問サポートGoogle Home Mini Google Home Mini 無線通信アダプタ マルチセンサー 訪問サポート

スマホで
エアコンをON!

声で
テレビを操作

ドアの開閉を
スマホにお知らせ

カメラを通して
お部屋の様子を
スマホで確認

新登場

サポート充実で初めてでも安心！

OK Google,
J:COM Boxにつないで

アニマルプラネット
にして

ON!

こんな
使い方

まだ
ある

情報の検索
今日の天気やニュースなどを読み上げ
てくれます

音楽・ラジオの再生
アプリなどから聴きたい曲やラジオを
再生できます

アラームやタイマーのセット
スピーカーに話しかけるとアラームや
タイマーのセットができます

出張や旅行で家を空ける方
長期不在中でも照明をつけて防犯を

一人暮らしでセキュリティが不安な方
家へ帰る前に照明をつけることで防犯対策に

留守中のご自宅が心配な方
ドアの開閉でご自宅の様子の確認や、カメラを通してご家族
の状況の確認ができます
アプリとカメラで会話も可能です

モーションセンサーオプション追加で
人やペットの動きを感知し、スマート
フォンへ通知します。温度・照度も分
かり、温度の状態をLEDの色でもお知
らせします。
端末購入：6,600円（税抜）/台 ※オプション端末は、別途購入が必要です。

※操作できる家電には条件があります。

＊実際にご提供するものは写真と異なる場合があります。

※ Google Home の事前設定が必要です。

＊一部対応できない場合があります。

★1 家電パック・見守りパックにご加入いただき、かつ 6カ月以上継続加入いただいた場合は端末代金の支払いが免除になります。ただし、本サービスご加入後 6カ月未満にご解約の場合、〈家電パック〉12,500
円（税抜）〈見守りパック〉15,800円（税抜）の端末代金を一括でお支払いいただきます。詳細は弊社の定める利用規約をご確認ください。
【J:COM HOMEについて】※ご利用には、J:COM HOMEアプリを含む指定アプリのインストールおよび対応端末（Android6.0以上または iOS11.0以上のスマートフォンなど）、J:COMパーソナル IDの作
成が必要です。ご利用にかかる通信環境（インターネット接続環境および無線 LAN接続環境）・通信費はお客さまご負担にてご用意いただきます。※端末の設置は、ご契約者さまのご住所に限ります。※ご契約は、
1世帯あたり1契約まで。※月額基本料金はサービス提供開始日（端末受領日の翌日（未受領の場合は着荷予定日の 7日後））を含む月の翌月から発生します。※接続端末・周辺機器など一部対応できない場合
があります。また端末により同時接続台数の制限があります。詳しくは J:COMホームページ（www.jcom.co.jp）をご確認ください。※J:COM HOMEで提供するサービスは、停電時には使用できなくなります。※
ご加入者さまが、J:COMサービスエリア内へ転居される場合、本サービスの継続利用が可能です。その際は、既にご利用の端末はお客さまご自身での運搬が必要です。J:COMサービスエリア外へ転居される場
合、本サービスの継続利用はできません。【J:COM HOME（以下、本サービス）に関する特定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて：1.本サービス提供開始日（指定の J:COM 大分提供サービス
の新規お申し込みと同時に本サービスをお申し込みの場合、別途弊社が交付する「ご契約内容のご案内（契約締結後書面）」の受領日）から 8日を経過する日までに弊社に書面でお申し出いただければ、本サービス
の契約を解除することができます。初期契約解除制度の詳細は、契約締結後書面にてご確認ください。2.既に本サービスがお客さまへ提供開始されている場合、サービス終了に要する費用は弊社が負担いたしま
す。●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付いたします。【販売端末（J:COM HOME）について】●仕様：〈 Google Home Mini 〉［サイズ（約）］直
径 98×H42mm､［重さ（約）］173g､［通信方式］Wi-Fi （IEEE802.11b/g/n/ac （2.4GHz / 5GHz））、Bluetooth® 4.1 入力対応。〈赤外線リモコン（01）〉［サイズ（約）］W60×H41×D60mm（ゴム足の高さ含む） ､［重さ

（約）］72g､［通信方式］Wi-Fi （IEEE802.11b/g/n （2.4GHz））。〈無線通信アダプタ（A）〉［サイズ（約）］W52×H52×D67.9mm、［重さ（約）］93g、［通信方式］Wi-Fi （IEEE802.11b/g/n （2.4GHz））、Z-Wave 
Plus™。〈マルチセンサー（01）〉［サイズ（約）］W26×H70×D19mm､［重さ（約）］23g､［通信方式］Z-Wave®（ZM5202） 。〈ネットワークカメラ（01）〉［サイズ（約）］W78×H105×D78mm､［重さ（約）］187g（AC
アダプタ含まず） ､［通信方式］Wi-Fi （IEEE802.11b/g/n （2.4GHz））。 〈モーションセンサー（01）〉［サイズ（約）］直径 46mm､［重さ（約）］24g、［通信方式］Z-Wave®（ZM5202） 。●端末代金〈一括支
払〉〈 Google Home Mini 〉6,000円（税抜）、〈赤外線リモコン（01）〉6,500円（税抜）、〈無線通信アダプタ（A）〉6,000円（税抜）、〈マルチセンサー（01）〉3,800円（税抜）、〈ネットワークカメラ（01）〉9,800円（税
抜）※手続きに関する料金：契約事務手数料 2,800円（税抜）が必要です。そのほかの J:COMサービスを新規・サービス追加で加入される場合には基本工事費などが必要です。【販売端末（J:COM HOME（以
下、本サービス））に関する特定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて：1.本サービス提供開始日（指定の J:COM 大分提供サービスの新規お申し込みと同時にお申し込みの場合は別途弊社が交
付する「ご契約内容のご案内（契約締結後書面）」の受領日、本サービス加入後に端末のみ購入の場合はご契約時にお渡しする「特定商取引法に基づく表示」全文書面の受領日）から 8日を経過する日までに弊社に
書面でお申し出いただければ、端末販売に関する契約を解除することができます。2.前項の解除を行う際は、お届けした端末のご返送が必要になります。端末をご返却いただけない場合は、端末代金のお支払いが
必要になります。 3.当該端末の返送に要する送料などは弊社が負担いたします。●事業者の責任：メーカー保証期間は、保証書発行日より9日を経過した日から起算して 12カ月間となります。修理・交換につい
ては J:COM 大分までお問い合わせください。 Google Home Mini の保証につきましては、 Google 社の保証となりますので、 Google  Home Mini の個装箱にある「 Google Home Mini の保証‐日本」の内
容をご確認ください。●販売事業者の責任：本商品にかかわる売主の瑕疵担保および債務不履行等の責任は、本商品の製造メーカーによる保証のみです。●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全
文を記載した書面もしくは電子データを別途送付いたします。※画像・画面・イラストはイメージです。色や画面など、実物と異なる場合があります。※ Google 、 Google Home Mini は、 Google LLC の商標です。

家電をどこでも快適に操作したい方に！

便利

J:COM HOMEでできること。いつもの暮らしをもっと便利に、もっと安心を

設置・設定は当社スタッフに全ておまかせ
加入後の操作説明などサポートが無料 専用アプリでラクラク管理

J:COM HOMEは、専用端末を設置・設定するだけで、便利で安心な暮らしをサポートするサービスです。

お持ちの家電を声やスマホで操作したり、外出先からお部屋にいる家族の様子をスマホで確認できたりいろいろな使い方ができます。

設置や設定はもちろん使い方レクチャーまで、当社スタッフが全て対応してくれるので手軽に始めることができます。

選べるパックやオプション
見守りパック

外出先からいつでもおうちの中を見守りたい方に！
or

安心端末代
実質

0円★1

家電パック

料理中、
手が離せないとき…

おすすめ
ポイント

声やスマホで家電を操作
快適なお部屋に
帰りたいとき…

外出先からおうちの中を見守り
買い物中、家族の
帰宅が気になるとき…

仕事の合間、
ペットに会いたいとき…

便  利 安  心

Google Home Mini 赤外線リモコン マルチセンサー ネットワークカメラ

※カメラはオプションです（別途購入が必要）。

赤外線リモコン 訪問サポートGoogle Home Mini Google Home Mini 無線通信アダプタ マルチセンサー 訪問サポート

スマホで
エアコンをON!

声で
テレビを操作

ドアの開閉を
スマホにお知らせ

カメラを通して
お部屋の様子を
スマホで確認

新登場

サポート充実で初めてでも安心！

OK Google,
J:COM Boxにつないで

アニマルプラネット
にして

ON!

こんな
使い方

まだ
ある

情報の検索
今日の天気やニュースなどを読み上げ
てくれます

音楽・ラジオの再生
アプリなどから聴きたい曲やラジオを
再生できます

アラームやタイマーのセット
スピーカーに話しかけるとアラームや
タイマーのセットができます

出張や旅行で家を空ける方
長期不在中でも照明をつけて防犯を

一人暮らしでセキュリティが不安な方
家へ帰る前に照明をつけることで防犯対策に

留守中のご自宅が心配な方
ドアの開閉でご自宅の様子の確認や、カメラを通してご家族
の状況の確認ができます
アプリとカメラで会話も可能です

モーションセンサーオプション追加で
人やペットの動きを感知し、スマート
フォンへ通知します。温度・照度も分
かり、温度の状態をLEDの色でもお知
らせします。
端末購入：6,600円（税抜）/台 ※オプション端末は、別途購入が必要です。

※操作できる家電には条件があります。

＊実際にご提供するものは写真と異なる場合があります。

※ Google Home の事前設定が必要です。

＊一部対応できない場合があります。

★1 家電パック・見守りパックにご加入いただき、かつ 6カ月以上継続加入いただいた場合は端末代金の支払いが免除になります。ただし、本サービスご加入後 6カ月未満にご解約の場合、〈家電パック〉12,500
円（税抜）〈見守りパック〉15,800円（税抜）の端末代金を一括でお支払いいただきます。詳細は弊社の定める利用規約をご確認ください。
【J:COM HOMEについて】※ご利用には、J:COM HOMEアプリを含む指定アプリのインストールおよび対応端末（Android6.0以上または iOS11.0以上のスマートフォンなど）、J:COMパーソナル IDの作
成が必要です。ご利用にかかる通信環境（インターネット接続環境および無線 LAN接続環境）・通信費はお客さまご負担にてご用意いただきます。※端末の設置は、ご契約者さまのご住所に限ります。※ご契約は、
1世帯あたり1契約まで。※月額基本料金はサービス提供開始日（端末受領日の翌日（未受領の場合は着荷予定日の 7日後））を含む月の翌月から発生します。※接続端末・周辺機器など一部対応できない場合
があります。また端末により同時接続台数の制限があります。詳しくは J:COMホームページ（www.jcom.co.jp）をご確認ください。※J:COM HOMEで提供するサービスは、停電時には使用できなくなります。※
ご加入者さまが、J:COMサービスエリア内へ転居される場合、本サービスの継続利用が可能です。その際は、既にご利用の端末はお客さまご自身での運搬が必要です。J:COMサービスエリア外へ転居される場
合、本サービスの継続利用はできません。【J:COM HOME（以下、本サービス）に関する特定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて：1.本サービス提供開始日（指定の J:COM 大分提供サービス
の新規お申し込みと同時に本サービスをお申し込みの場合、別途弊社が交付する「ご契約内容のご案内（契約締結後書面）」の受領日）から 8日を経過する日までに弊社に書面でお申し出いただければ、本サービス
の契約を解除することができます。初期契約解除制度の詳細は、契約締結後書面にてご確認ください。2.既に本サービスがお客さまへ提供開始されている場合、サービス終了に要する費用は弊社が負担いたしま
す。●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付いたします。【販売端末（J:COM HOME）について】●仕様：〈 Google Home Mini 〉［サイズ（約）］直
径 98×H42mm､［重さ（約）］173g､［通信方式］Wi-Fi （IEEE802.11b/g/n/ac （2.4GHz / 5GHz））、Bluetooth® 4.1 入力対応。〈赤外線リモコン（01）〉［サイズ（約）］W60×H41×D60mm（ゴム足の高さ含む） ､［重さ

（約）］72g､［通信方式］Wi-Fi （IEEE802.11b/g/n （2.4GHz））。〈無線通信アダプタ（A）〉［サイズ（約）］W52×H52×D67.9mm、［重さ（約）］93g、［通信方式］Wi-Fi （IEEE802.11b/g/n （2.4GHz））、Z-Wave 
Plus™。〈マルチセンサー（01）〉［サイズ（約）］W26×H70×D19mm､［重さ（約）］23g､［通信方式］Z-Wave®（ZM5202） 。〈ネットワークカメラ（01）〉［サイズ（約）］W78×H105×D78mm､［重さ（約）］187g（AC
アダプタ含まず） ､［通信方式］Wi-Fi （IEEE802.11b/g/n （2.4GHz））。 〈モーションセンサー（01）〉［サイズ（約）］直径 46mm､［重さ（約）］24g、［通信方式］Z-Wave®（ZM5202） 。●端末代金〈一括支
払〉〈 Google Home Mini 〉6,000円（税抜）、〈赤外線リモコン（01）〉6,500円（税抜）、〈無線通信アダプタ（A）〉6,000円（税抜）、〈マルチセンサー（01）〉3,800円（税抜）、〈ネットワークカメラ（01）〉9,800円（税
抜）※手続きに関する料金：契約事務手数料 2,800円（税抜）が必要です。そのほかの J:COMサービスを新規・サービス追加で加入される場合には基本工事費などが必要です。【販売端末（J:COM HOME（以
下、本サービス））に関する特定商取引法に基づく表示】●クーリング・オフについて：1.本サービス提供開始日（指定の J:COM 大分提供サービスの新規お申し込みと同時にお申し込みの場合は別途弊社が交
付する「ご契約内容のご案内（契約締結後書面）」の受領日、本サービス加入後に端末のみ購入の場合はご契約時にお渡しする「特定商取引法に基づく表示」全文書面の受領日）から 8日を経過する日までに弊社に
書面でお申し出いただければ、端末販売に関する契約を解除することができます。2.前項の解除を行う際は、お届けした端末のご返送が必要になります。端末をご返却いただけない場合は、端末代金のお支払いが
必要になります。 3.当該端末の返送に要する送料などは弊社が負担いたします。●事業者の責任：メーカー保証期間は、保証書発行日より9日を経過した日から起算して 12カ月間となります。修理・交換につい
ては J:COM 大分までお問い合わせください。 Google Home Mini の保証につきましては、 Google 社の保証となりますので、 Google  Home Mini の個装箱にある「 Google Home Mini の保証‐日本」の内
容をご確認ください。●販売事業者の責任：本商品にかかわる売主の瑕疵担保および債務不履行等の責任は、本商品の製造メーカーによる保証のみです。●ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全
文を記載した書面もしくは電子データを別途送付いたします。※画像・画面・イラストはイメージです。色や画面など、実物と異なる場合があります。※ Google 、 Google Home Mini は、 Google LLC の商標です。


