
各種工事　料金表詳細 2017年1月

各種アンテナ工事料金表です。不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

地デジアンテナ基本料金　※税抜き

種類 施工内容 金額 その他

基本工事（屋根馬） 地デジアンテナを屋根上に設置する場合 ¥19,800

基本工事＋ブースター ¥34,600

基本工事（サイドベース） 地デジアンテナを壁面等に設置する場合 ¥16,800

基本工事＋ブースター ¥31,600

マンション等の集合住宅用 お問い合わせ

地デジアンテナ工事　追加オプション

種類 施工内容 金額 その他

屋根裏アンテナ設置 地デジアンテナを屋根裏に設置 ¥4,980

補強型屋根馬仕様 屋根上用金具をより頑丈なタイプに変更 ¥2,980

マスト延長 棒状の取付金具を延長（長くする）

棒状の取付金具を一回り太くする。

より高性能なアンテナに変更

受信障害地域用のアンテナに変更

前置ブースター 受信状況で適宜使用します。 ¥4,980

東京キー局向け工事 御殿場・小山地域ほか 要相談

デザインアンテナ基本料金

種類 施工内容 金額 その他

平面アンテナ基本工事 ¥19,800

¥34,600

ボックス型アンテナ基本工事 ボックス型アンテナを壁面に金具を使って取付 ¥22,800

¥37,600

１）デザインアンテナは電波状況により、取り付け不可の場合がございます。

２）デザインアンテナはカラーにより在庫が無い場合がございます。早めのご依頼をお願い致します。

３）平面アンテナの屋根上設置は、基本的にお断りしております。

上記＋指定UHFブースター取付・調整

上記＋指定UHFブースター取付・調整

共同受信用UHFアンテナ

１）当店指定の標準UHFアンテナは、14素子はローバンド・オールバンド、20素子はオールバンドです。

サイドベース2段仕様 壁面取付金具を2段仕様でより頑丈に ￥1,980～

￥980/90cm

32φマスト仕様 ￥1,980～

20素子ローバンドアンテナ ￥980～

20素子パラスタックアンテナ ￥3,980～

平面アンテナ壁面またはベランダ手すり等に取
付

上記＋UHFブースター 上記＋指定UHFブースター取付・調整

上記＋UHFブースター 上記＋指定UHFブースター取付・調整



各種工事　料金表詳細 2017年1月

種類 施工内容 金額 その他

アンテナ交換や既存の金具に取り付ける場合 ¥12,800

アンテナ交換や既存の金具に取り付ける場合 ¥12,800

スカパーマルチアンテナ 要相談

ベランダの手すりに使用する金具 ¥4,980

取り付け金具（サイドベース） 壁面に取り付ける金具（サイドベース）

コンクリートフェンスベース 手すりの無いベランダ等に使用する金具

屋外混合器 ¥7,980

¥9,980

分波器 ＴＶ機器直前にて電波を分ける為に使用

マンション等の集合住宅用 お問い合わせ

種類 施工内容 金額 その他

¥32,600 屋根馬仕様

¥32,600 サイドベース仕様

上記＋ブースター ¥57,400

¥37,580 壁面取付

上記＋ブースター ¥62,380

¥35,600 サイドベース仕様

上記＋ブースター ¥60,400

種類 施工内容 金額 その他

屋根馬＋マストグレードアップより頑丈なタイプの屋根上金具に変更 お勧め

より頑丈なタイプの壁面金具に変更 お勧め

屋外混合器 ¥7,980 単独配線の場合

¥4,980

分波器 ＴＶ機器直前にて電波を分ける為に使用

ＢＳ/ＣＳアンテナ基本料金

BS/110°CSアンテナ基本工
事
CS（スカパープレミアム）アン
テナ

BS/110°CSとCSの両方を受信できるアンテナ
の取付

取り付け金具（ベランダ手すり
等）

￥4,980～

￥7,980～

BSアンテナ用屋根馬 BS/CSアンテナを屋根上に設置する場合 ￥9,980～

地デジとＢＳ/ＣＳの信号を混ぜる機器の取付

屋外混合BS/CSブースター
混合器機能が付いたBS/CSブースター（電源無
し）

￥1,480/個

50型～BS/CSアンテナ

地デジ+ＢＳ/110°ＣＳアンテナ　基本工事

地デジ＋BS/CSアンテナ 地デジ、BS/CSとも単独配線

地デジ＋BS/CSアンテナ 地デジ、BS/CSとも単独配線

上記＋指定UBCブースター取付・調整

平面アンテナ＋BS/CSアンテ
ナ 平面アンテナ、BS/CSとも単独配線

上記＋指定UBCブースター取付・調整

ボックス型アンテナ＋BS/CS
アンテナ

ボックス型、BS/CSとも単独配線

上記＋指定UBCブースター取付・調整

地デジ+ＢＳ/ＣＳアンテナ　追加オプション

￥4,980～

サイドベース2段仕様 ￥4,980～

地デジとＢＳ/ＣＳの信号を混ぜる機器の取付

屋外混合BS/CSブースター（
電源無し） BS/CS用ブースター取り付け

￥1,480/個
テレビの台数分必
要
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分配工事（屋内）

種類 施工内容 金額 その他

２分配器・交換・取付 ¥1,980

３分配器・交換・取付 ¥2,980

４分配器・交換・取付 ¥3,980

５分配器・交換・取付 ¥4,980

６分配器・交換・取付 ¥5,980

７分配器・交換・取付 ¥6,980

８分配器・交換・取付 ¥7,980

分配工事（屋外）

種類 施工内容 金額 その他

２分配器・交換・取付 ¥2,980

３分配器・交換・取付 ¥3,980

４分配器・交換・取付 ¥4,980

５分配器・交換・取付 お問い合わせ

６分配器・交換・取付 お問い合わせ

７分配器・交換・取付 お問い合わせ

８分配器・交換・取付 お問い合わせ

配線工事

種類 施工内容 金額 その他

露出配線

隠蔽配線 天井裏・壁内へ配線を隠して配線します。

床下作業 床下に入っての作業 ¥14,800

配線延長 メートル毎のアンテナケーブル金額

１）配線工事は、建物の状況・構造によりお断りする場合があります。

各種ブースター取付工事

種類 施工内容 金額 その他

地デジ用ブースター取り付け・調整 ¥14,800

前置用の低出力タイプ取り付け ¥4,980

¥24,800

¥4,980

¥9,980

ブースター電源装置 ブースターに電源を送る装置の取り付け

高出力ブースター 高出力なブースターの取り付け・調整 お問い合わせ

共同受信用ブースター マンション等の集合住宅用の取り付け・調整 お問い合わせ

既存ブースター調整 設置済みのブースターの調整 ¥2,980

2箇所にアンテナケーブルを分配する機器

3箇所にアンテナケーブルを分配する機器

4箇所にアンテナケーブルを分配する機器

5箇所にアンテナケーブルを分配する機器

6箇所にアンテナケーブルを分配する機器

7箇所にアンテナケーブルを分配する機器

8箇所にアンテナケーブルを分配する機器

2箇所にアンテナケーブルを分配する機器

3箇所にアンテナケーブルを分配する機器

4箇所にアンテナケーブルを分配する機器

5箇所にアンテナケーブルを分配する機器

6箇所にアンテナケーブルを分配する機器

7箇所にアンテナケーブルを分配する機器

8箇所にアンテナケーブルを分配する機器

新しく配線を引き直します(15ｍまで） ￥2,980/本

￥9,980円/本

￥100/ｍ

UHFブースター

UHFブースター（前置）電源無
し

UBCブースター 地デジ＋BS/CS用ブースター取り付け・調整

BSラインブースター（電源無し） BS/CS用ブースター取り付け

屋外混合BS/CSブースター（
電源無し）

混合機能がついたBS/CSブースター取り付け

￥4,980～
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テレビ端子関連工事

種類 施工内容 金額 その他

テレビ端子（端末型）交換 端末型のテレビ端子交換 ¥1,980

テレビ端子（中間型）交換 中間型のテレビ端子交換 ¥2,980

¥4,980

テレビ端子増設 テレビ端子の無い場所に新設

テレビ端子交換（集合住宅） マンション等の集合住宅での施工 お問い合わせ

その他　アンテナ関連工事

種類 施工内容 金額 その他

地デジアンテナ方向調整 ¥2,980

地デジアンテナ方向調整 ¥4,980

¥2,980

¥4,980

テレビ受信障害の調査 アンテナ設備の故障等の調査 ¥4,980

電波受信調査 ¥2,980

電波受信調査 ¥4,980

アンテナ撤去・処分

アンテナ撤去・処分

現地お見積もり 現地にて詳細な見積もり作成 ¥2,980 ご契約時は無料

持ち込みアンテナの取り付け お客様持込アンテナ部材の取付 お問い合わせ 基本的料金の８０％

¥20,000

２）現地お見積もりは基本的に有料ですが、工事ご契約時には無料もしくはお値引きにて対応させて頂きます。

テレビドアホン・インターホン取付工事

種類 施工内容 金額 その他

簡易交換・取付 既存機器からの交換 ¥4,980

特殊交換・取付 取付位置変更・新規配線などが伴う工事 別途お見積もり 要現地調査

１）テレビドアホン・インターホン本体につきましては、お客様ご自身でご用意をお願い致します。

２）テレビドアホン・インターホンを当店でご購入希望の場合は、予めご相談願います。

【アンテナ工事　出張エリア　出張費】

種類 地域 金額 その他

標準エリア 無料

出張エリア① 沼津市（戸田）・小山町・伊豆市・富士市 ¥1,980

出張エリア② 富士宮市・熱海市・箱根全般 ¥2,980

出張エリア③ 上記以外の地域 ¥4,980 要相談

2個口テレビ端子交換 2個口型のテレビ端子交換

￥9,980～
配線方法で変わり
ます

1階屋根上・ベランダ

2階屋根上

BS/CS方向調整 1階屋根上・ベランダ

BS/CS方向調整 2階屋根上

1階屋根上・ベランダ

2階屋根上

1階屋根上・ベランダ ￥2,980～
個数・大きさで変
わります。

2階屋根上 ￥4,980～ ３ｍ以上は
＋\5,000

3階・急勾配屋根上作業 3階建てや急勾配屋根での作業

１）アンテナ設備修理は、調査費5,000円＋修理項目代金＋出張費（エリア外の場合）がかかります。

３）3階・急勾配屋根上作業は、危険と判断した場合は、工事をお断りする事があります。

４）3階建てでも、陸屋根、屋上等で、アクセスが簡単な場合は通常料金です。

三島市・沼津市・御殿場市・裾野市・長泉町・清
水町・函南町・伊豆の国市
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