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― 2021 年 11 月 15 日 「新サービス発表会」を開催 ―

J:COM ユーザーにモバイルのギガを大幅増量「ギガ盛セット」や
テレビの大画面でネット動画が気軽に楽しめる新サービスなど、
さらに使いやすく・おトクなサービスや特典を順次提供開始

＜ 2022 年 2 月提供開始 「ギガ盛セット」 ＞

＜ 石川雄三 社長 ＞

JCOM 株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石川 雄三）は、2021 年 11 月 15 日（月）に
「J:COM 新サービス発表会」を開催し、主力サービスの一つである「J:COM NET」と、進化を続ける「J:COM MOBILE」
における新たな取り組みについて発表いたしました。以下は発表要旨です。
・「J:COM LINK mini」の提供開始
2022 年春から、今お使いのテレビでネット動画を視聴できる、スマートストリーミングデバイス「J:COM LINK mini」
を、高速インターネットサービス「J:COM NET」のオプションサービスとして提供開始します。「J:COM NET」とネット
動画サービスをご利用いただくことで、「J:COM LINK mini」の月額料金が永年無料となります。気軽にテレビの大
画面でネット動画サービスなどを視聴いただける機会をご提供します。
・高機能 Wi-Fi を「J:COM NET」に標準装備
同じく 2022 年春から、「J:COM NET」に AI が利用状況を学習し最適な Wi-Fi を自動選択することで、パフォーマ
ンスを最大化し、電波干渉を改善する高機能 Wi-Fi モデムを標準装備します。
・「ギガ盛セット」、「U26 ヤング割」
J:COM MOBILE と、J:COM NET などの他サービスをセットでご利用いただくお客さま１に対して、月額料金が変わ
らずギガを永年＆最大 5 倍にまで大幅増量する「ギガ盛セット」を 2022 年 2 月から投入します。さらに、26 歳以下
とご家族が対象の「U26 ヤング割」（6 カ月値引）を 2021 年 12 月より提供開始します。「ギガ盛セット」と「U26 ヤン
グ割」を併用することで、おトクな例として、6 カ月間 10GB を 500 円（税込 550 円）にてご利用いただけます。
＊１ 対象プランは J:COM TV、J:COM PHONE 、J:COM NET（固定および WiMAX）、J:COM 電力」（予定）

・「新生活応援！U26 割」
新規で J:COM NET（1Gbps）と J:COM MOBILE をセットでお申し込みいただいた 26 歳以下のお客さまを対象に
「新生活応援！U26 割」（6 カ月間）を 2022 年 1 月 6 日（木）より提供開始します。おトクな例として、6 カ月間固定
ネット（1Gbps）とモバイル（10GB）を 2,980 円（税込）にてご利用いただけます。
デジタル時代がもたらす先進的でワクワクするあたらしいサービスが、全世代のどのお客さまにとっても難しくなく、
あたりまえのようにご利用いただける未来の実現に向け、J:COM はこれからも安心、快適を支えるライフサービスを
創造し、提供してまいります。

＜詳細＞

■モバイルサービス「J:COM MOBILE」
2021 年 12 月
26 歳以下の方とご家族が対象の「U26 ヤング割」開始
・申込期間

：2021 年 12 月 1 日（水）～2022 年 5 月 31 日（火） （予定）

・割引額

：980 円（税込 1,078 円）×6 カ月

・適用条件

：26 歳以下の利用者がいる世帯。同居の家族も対象（5 名まで）

・対象プラン

：J:COM MOBILE A プラン ST （5G/4GLTE）の 5GB/10GB/20GB

2022 年 2 月
モバイル以外のサービスもご利用いただくと、モバイルのギガずーーーっと大幅増量「ギガ盛セット」 開始
・申込期間

：2022 年 2 月～通年 （予定）

・増量数

：1GB プラン→5GB、5GB プラン→10GB、10GB プラン→20GB、20GB プラン→30GB

・増量時期

：翌月の 10 日までの間に増量分のギガをプレゼント

・適用条件

：J:COM MOBILE に加えて、J:COM TV／J:COM PHONE／J:COM NET／J:COM 電力を
セットでご利用いただくこと。すでに利用されているお客さまも 2 月から「ギガ盛セット」自動適用

・対象プラン

：J:COM MOBILE A プラン ST （5G/4GLTE）の全プラン

■高速インターネットサービス「J:COM NET」
2022 年春
今お使いの TV の大画面でネット動画を視聴できる「J:COM LINK mini」を提供開始
J:COM LINK mini
「J:COM NET」と指定のネット動画サービスをあわせてご利用いただくと、「J:COM LINK
mini」の月額料金が永年無料となります。
TV につなぐだけで簡単に利用できる端末で、Netflix や J:COM オンデマンド メガパック
等をご視聴いただけます。

高機能 Wi-Fi モデムを「J：COM NET」に標準装備
「チャンネルステアリング」「クラウドと AI(人工知能)」により Wi-Fi 環境を自動でパフォーマンスを最大化、電波干渉を
改善します。

■「J:COM MOBILE」×「J:COM NET」でさらにおトク
2022 年 1 月
26 歳以下でモバイル×ネットの新規同時申し込み者が対象の「新生活応援！U26 割」開始
・申込期間

：2022 年 1 月 6 日（木）～（予定）

・割引額

：2,451 円（税込 2,696 円）×6 カ月（新社会人応援 U26 割プランの場合）

・適用条件

：集合住宅にお住いの 26 歳以下の契約者であり、
「J:COM MOBILE A プラン ST （5G/4GLTE）」の 5GB/10GB/20GB プランのいずれかおよび、
「J:COM NET」（新社会人応援 U26 割）を新規で同時申込いただくこと。

※2 月開始の「ギガ盛セット」との適用も可能です。
※J:COM NET のプランは「新社会人応援 U26 割」ではなく「J:COM 学割」をご利用場合でも適用となります。詳しく
は近日公開の WEB サイトにてご確認ください。

※参考

「ギガ盛セット」と「U26 ヤング割」の併用後の料金表

例：J:COM MOBILE の 10GB が 6 カ月 500 円（税込 550 円）で利用いただけます。
7 カ月目以降は、1,480 円（税込 1,628 円）でご利用いただけます。

※参考 「新社会人応援！U26 割」プランで「ギガ盛セット」「U26 ヤング割」「新生活応援！U26 割」併用後の料金
例：2 月よりギガ盛セットが自動適用され、固定ネット１GB プランと、J:COM MOBILE の 10GB が 6 カ月 2,709 円（税
込 2,980 円）で利用いただけます。７カ月目以降は、4,180 円（税込 4,598 円）でご利用いただけます。

※詳細は近日公開いたします。
JCOM 株式会社について www.jcom.co.jp/
JCOM 株式会社（ブランド名 J:COM、本社：東京都千代田区）は、1995 年に設立された国内最大手のケーブルテレビ事業・番組供給事
業統括運営会社です。ケーブルテレビ事業は、札幌、仙台、関東、関西、九州・山口エリアの 11 社 66 局を通じて約 559 万世帯のお客さ
まにケーブルテレビ、高速インターネット接続、電話、モバイル、電力、ホーム IoT 等のサービスを提供しています。ホームパス世帯（敷設
工事が済み、いつでも加入いただける世帯）は約 2,197 万世帯です。番組供給事業においては、14 の専門チャンネルに出資及び運営を
行い、ケーブルテレビ、衛星放送、IP マルチキャスト放送等への番組供給を中心としたコンテンツ事業を統括しています。
※世帯数は 2021 年 9 月末現在の数字です。
当社は、2021 年 7 月 1 日に株式会社ジュピターテレコムから JCOM 株式会社に社名を変更いたしました。

