
  遠野テレビの
CSチャンネルが変わります!
  遠野テレビの

CSチャンネルが変わります!
これらのチャンネルが追加されます!これらのチャンネルが追加されます!

2020年4月から2020年4月から見る・録る・楽しむがますます充実！
遠野テレビのSTB　　　 

見る・録る・楽しむがますます充実！
遠野テレビのSTB　　　 

見る・録る・楽しむがますます充実！
遠野テレビのSTB　　　 

見る・録る・楽しむがますます充実！
遠野テレビのSTB　　　 おすすめ機種の

ご紹介
おすすめ機種の
ご紹介

チャンネルラインナップ

標準STB　TZｰLS200P

基本使用料 2,910円／月額

おすすめ機種❶おすすめ機種❶

おすすめ機種❸おすすめ機種❸ おすすめ機種❹おすすめ機種❹

※チャンネル変更に伴い、「ムービープラス」「日テレジータス」「ファミリー劇場」は
　2020年3月31日で放送を終了します。ご理解をお願いします。
※チャンネル変更に伴い、「ムービープラス」「日テレジータス」「ファミリー劇場」は
　2020年3月31日で放送を終了します。ご理解をお願いします。

リモコン操作については中面をご覧ください▶リモコン操作については中面をご覧ください▶

●表記の内容は2020年3月現在のものであり、
　仕様・外観等は予告なく変更する場合があります。
●表記の内容は2020年3月現在のものであり、
　仕様・外観等は予告なく変更する場合があります。

【ご注意1】STBをご利用いただくためには遠野テレビへのご加入が必要です。
【ご注意2】4K放送を視聴いただくためには、4K対応テレビが必要です。
【ご注意1】STBをご利用いただくためには遠野テレビへのご加入が必要です。
【ご注意2】4K放送を視聴いただくためには、4K対応テレビが必要です。

地上・BS・CS放送の視聴ならこの機種！
シンプル機能で操作もかんたん！
地上・BS・CS放送の視聴ならこの機種！
シンプル機能で操作もかんたん！

視聴できる
チャンネル
視聴できる
チャンネル

自主放送
　111　遠野テレビ
　101　行政・お天気チャンネル
地上デジタル放送
　011　NHK総合
　021　NHK Eテレ
　041　テレビ岩手
　051　岩手朝日テレビ
　061　IBC岩手放送
　081　岩手めんこいテレビ
BSデジタル放送
　101　NHK BS1
　103　NHK BSプレミアム
　141　BS日テレ
　151　BS朝日
　161　BS-TBS
　171　BSテレ東
　181　BSフジ
　211　BS11
　222　TwellV（トゥエルビ）
　231　BSキャンパスex
　232　BSキャンパスon
BS4Kデジタル放送
　101　NHK BS1 4K
　141　BS日テレ4K
　151　BS朝日4K
　161　BS-TBS 4K
　171　BSテレ東4K
　181　BSフジ4K
CSデジタル放送
■映画
　546　シネフィルWOWOW
　550　映画・チャンネルNECO-HD
　552　日本映画専門チャンネル HD
　559　ザ・シネマHD
■スポーツ
　530　J SPORTS 3 HD
　531　J SPORTS 1 HD
　532　J SPORTS 2 HD
　535　GAORA SPORTS HD
■音楽
　570　スペースシャワーTV HD
　574　歌謡ポップスチャンネルHD
■アニメ
　581　キッズステーション HD
　582　アニマックス HD
■海外ドラマ
　557　 AXN HD
■国内ドラマ
　553　時代劇専門チャンネル HD
■ニュース
　594　 TBS NEWS HD
■ドキュメンタリー
　598　ヒストリーチャンネルHD
■教養・趣味
　524　囲碁・将棋チャンネルHD
■総合エンターテイメント
　700　チャンネル700
有料チャンネル（別料金）
191～193　WOWOWプライム・ライブ・シネマ
200～202　スターチャンネル１・２・３
763　衛星劇場
810～811　グリーンチャンネル１・２〒028-0541 遠野市松崎町白岩字薬研淵１-２

受付時間／8：30～17：30（日曜・年始休み）

http://www.tonotv.com/

TEL／0198-63-1711
FAX／0198-63-1713

セットトップ
ボックス

おすすめ
ポイント

地上地上 自主自主 BSBS CSCS

シングル
チューナー
シングル
チューナー

ハードディスク内蔵STB　TZｰHDT621PW

基本使用料 4,290円／月額

地上・BS・CS放送を簡単＆長時間録画！
番組を視聴しながら2つの裏番組を録画！
地上・BS・CS放送を簡単＆長時間録画！
番組を視聴しながら2つの裏番組を録画！

視聴・録画できる
チャンネル
視聴・録画できる
チャンネル

おすすめ
ポイント

地上地上 自主自主 BSBS CSCS

トリプル
チューナー
トリプル
チューナー

録画時間（目安）：90時間
内蔵HDD：1TB

Wi-Fi
子機内蔵

外付けHDD
利用可能
外付けHDD
利用可能

トリプル
チューナー
トリプル
チューナー

Wi-Fi
子機内蔵

外付けHDD
利用可能
外付けHDD
利用可能

トリプル
チューナー
トリプル
チューナー

録画時間（目安）：180時間
内蔵HDD：2TB

Wi-Fi
子機内蔵

外付けHDD
利用可能
外付けHDD
利用可能

4K対応標準STB　TZｰLT1000BW

基本使用料 3,210円／月額

お手軽に4K放送を楽しむならこの機種！
外付けハードディスクで録画も可能！
お手軽に4K放送を楽しむならこの機種！
外付けハードディスクで録画も可能！

視聴・録画できる
チャンネル
視聴・録画できる
チャンネル

おすすめ
ポイント

地上地上 自主自主 BSBS BS4KBS4K

4K対応ハードディスク内蔵STB　TZｰHT3000BW

基本使用料 4,710円／月額

4K放送も簡単＆長時間録画！
番組を視聴しながら2つの裏番組を録画！
4K放送も簡単＆長時間録画！
番組を視聴しながら2つの裏番組を録画！

視聴・録画できる
チャンネル
視聴・録画できる
チャンネル

おすすめ
ポイント

CSCS

地上地上 自主自主 BSBS BS4KBS4K CSCS NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

524　囲碁・将棋チャンネル HD

559　ザ・シネマHD 574　歌謡ポップスチャンネルHD

598　ヒストリーチャンネルHD

530　J SPORTS 3 HD

535　GAORA SPORTS HD 546　シネフィルWOWOW

NEWNEWおすすめ機種❷おすすめ機種❷

「『ターミネーター』1～ 4」2020 年 5月放送ほか
© 1984 Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. All Rights Reserved

「『ターミネーター』1～ 4」2020 年 5月放送ほか
© 1984 Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. All Rights Reserved

※表示している各チャンネルの番組名は、
　例として掲載しています。
※表示している各チャンネルの番組名は、
　例として掲載しています。

©Hokkaido Nippon-Ham Fighters©Hokkaido Nippon-Ham Fighters

Photo by Jaanus Ree/Red Bull Content PoolPhoto by Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

「レディ・プレイヤー 1」
© Warner Bros. Entertainment Inc.
「レディ・プレイヤー 1」

© Warner Bros. Entertainment Inc.
芸能生活55周年記念

『五木ひろしスペシャルコンサート～紅白歌唱全41曲の軌跡～』
芸能生活55周年記念

『五木ひろしスペシャルコンサート～紅白歌唱全41曲の軌跡～』

「古代の宇宙人」(c)2020 A&E Television Networks. All Rights Reserved.「古代の宇宙人」(c)2020 A&E Television Networks. All Rights Reserved.

お好み置碁道場「中原 誠十六世名人（将） vs 釼持 丈八段（囲）」
©囲碁・将棋チャンネル

お好み置碁道場「中原 誠十六世名人（将） vs 釼持 丈八段（囲）」
©囲碁・将棋チャンネル
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