
今お使いのテレビで、4K放送やYouTubeを観よう！

テレビ･インターネット・電話 全部あわせて！テレビ･インターネット・電話 全部あわせて！

※但し､ご利用には条件等があります。

月額

500円
550円

初期費
用

無料

地上・BS・CSコース

通常料金6,830円が…

通常料金 9,830円が…

通常料金6,830円が…

さらに、チャンネル数の多い
「プレミアムコース」もおすすめ

地上・BS・CSコース

通常料金 9,830円が…

さらに、チャンネル数の多い
「プレミアムコース」もおすすめ

★初期費用無料 　★テレビの基本料金も含みます。
（税込7,590円）

（税込4,950円）

（税込7,590円）

（税込4,950円）

（税込7,590円）

（税込4,950円）

スマートフォン・タブレット
によるリモート視聴
スマートフォンやタブレットと連携し、録画したコ
ンテンツや放送中の番組を配信することが出来、
宅内宅外で視聴が可能です。

（税抜）

（税込）

Wi-Fiが
使い放題で
制限無し！
しかも 無料！

2021年9月30日（木）まで！2021年9月30日（木）まで！
詳細はお問い合わせ下さい。　
※集合住宅のお客様はご加入
　できない場合があります

ラストサマープレゼント！ラストサマープレゼント！

情報提供：鹿児島県警察本部　
サイバー犯罪対策課
情報提供：鹿児島県警察本部　
サイバー犯罪対策課

サイバー犯罪に注意
最近多い手口はこれ！
サイバー犯罪に注意
最近多い手口はこれ！

WiFiが無料！
QRコードを読み込んで

ご覧下さい
QRコードを読み込んで

ご覧下さい

どこよりも
安い

おトクなプ
ラン！ WiFiが無料！

新規インターネットご加入でキャッシュバック！！

9月号 Vol.186
発行日 ２０21年9月１日

〜

皇徳寺ケーブルテ
レビには、AEDが
常備されています。

9月のおしらせ
地域の方へ

情報
発信中

！
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7・14・
21・28

6・13・
20・27

1・8・15・
22・29

2・9・16・
23・30

3・10・
17・24金木水火月

6
30

～1日 ハローココモン 
2日～ れいぞうこのくにのココモン 

※29日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション(～7:00)
ポケットモンスター

7
30
　　　　　　　　　　　　トミカ絆合体 アースグランナー  　　　　　 　　　　　　　28

～1日 クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼
2～8日 クレヨンしんちゃん外伝 お・お・お・のしんのすけ

9日～ まじめにふまじめ　かいけつゾロリ

8 30
ポリス×戦士 ラブパトリーナ！

はなかっぱ第1期（～8:45）　～9日 マーシャのものがたり（8:45～） 　
10日～ マーシャのふしぎなおはなし（8:45～）

9 30
それいけ！アンパンマン
子育てTV ハピクラ

10
30

ゴーゴー！のりものタウン
～22日 ABCブロッコリ！

※20日 情報
23日 情報　24日～ ぼくは王さま

11 30

～1日 ぽけっとあにめプチ！ コロコロアニマルABC
2日～ ぽけっとあにめプチ！コロコロアニマル２ 

それいけ！アンパンマン
※20～24日  劇場版「それいけ！アンパンマン」

12
30 ㊊～㊌ ㊍㊎

1日 GO!GO!アトム セレクション
6日～ トロールズ： シング・ダンス・ハグ!

※20日  映画おしりたんてい カレーなる じけん (～1:10)

情報
※23・24日 トロールズ： 
シング・ダンス・ハグ！

1 30

パウ・パトロール セレクション
※20日  映画おしりたんてい テントウムシいせきの なぞ (1:10～2:00)

ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

2 30
子育てTV ハピクラ
それいけ！アンパンマン

3
30

～1日 クレヨンしんちゃん外伝 家族連れ狼 
2～8日 クレヨンしんちゃん外伝 お・お・お・のしんのすけ

9日～ はなかっぱ第1期 セレクション
ミュークルドリーミー

4 30

～27日 ベイブレードバースト ガチ
28日～ ポケットモンスター サン＆ムーン(～5:00)

1～3日、22～27日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション
6～21日 キャップ革命 ボトルマン

5                                                   妖怪ウォッチ  　 　   　  　　　　　　　　　　　　58

6
～13日 結界師

14～28日 カードキャプターさくら クリアカード編
29日～ まじっく快斗1412

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎

30

～20日 ポリス×戦士 
ラブパトリーナ！
27日～ ビッ友×戦士 
キラメキパワーズ！

マジカパーティ ポケットモンスター
（2019年） 妖怪ウォッチ♪ デュエル・マスターズ 

キング ！

～21日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ
22日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ
※28日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

8 ポケットモンスター 
※28日  サーフズ・アップ (～9:45)

9 ドラゴンボール超

10 1日～ スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）
※28日  サーフズ・アップ2(～11:45)

11 ～7日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
8日～ ヒカルの碁

0
～24日 こちら葛飾区亀有公園前派出所

27・28日 ドラマ『弱虫ペダル』 総北高校 ウェルカムレース セレクション
29日～ まじっく快斗1412

1 ポケットモンスター 
※28日 銀魂 セレクション(～5:30)

2 ドラゴンボール超

3 1日～ スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

4
30

～21日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第3シリーズ
22日～ 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃん 第4シリーズ

～7日 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST
8日～ ヒカルの碁5 30

情報

土 4・11・18・25

6 30
ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション
SDガンダムワールド ヒーローズ

7 30
ピポンザABC！ セレクション　　　 28

ミュークルドリーミー みっくす！

8 30
ガル学。～ガールズガーデン～
ビッ友×戦士 キラメキパワーズ！

9

劇場版それいけ！
アンパンマン
  4日 アンパンマンと
　　  おかしな仲間
11日 アンパンマンとたのしい仲間たち
18日 やきそばパンマンと
　　  ブラックサボテンマン
25日 怪傑ナガネギマンとやきそばパンマン10

30
子育てTV ハピクラ

11
スター☆トゥインクルプリキュア

30
アイカツプラネット！ 

12

～
1

 映画クレヨンしんちゃん
  4日 伝説を呼ぶ
　　 ブリブリ３分ポッキリ大進撃
11日 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！
18日 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾！

25日 映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂

2 30

4～18日 はなかっぱ第1期 セレクション
25日  人体のサバイバル！(1:45～2:50)

4～18日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 　　
　　　  セレクション

3

30

～18日 おしりたんてい(第1期) 
25日～ ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)
～18日 少年アシベ　ＧＯ！ＧＯ！
　   ゴマちゃん 第2シリーズ 
　　　※4日(～3:55)
～4日 コロコロアニマル
       おとぎばなし(3:55～)
25日～ ドラゴンボール超 (～4:30)

4 30

～18日 クレヨンしんちゃん外伝 
　　　お・お・お・のしんのすけ

デュエル・マスターズ キング！

5 30

新幹線変形ロボ シンカリオンＺ
※4日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション

妖怪ウォッチ♪ 　　　　　　　　　 58

6 30
マジカパーティ

ポケットモンスター（2019年）　　　　 58

7 結界師

8 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚－

9

～

10

  4日 ドラマ『弱虫ペダルSeason2』 
       京都伏見 セレクション
11日 OVA 鋼の錬金術師 
       FULLMETAL ALCHEMIST 
       #1～#4
18日 劇場版ポケットモンスター 
       みんなの物語
25日 ミュウツーの逆襲 
       EVOLUTION

11

～

5

まじっく快斗1412
  4日 #9～#16(～3:00)
11日 #17～#24(～3:00)
こちら葛飾区亀有公園前派出所
18日 #1～#12 (～4:30)
25日 #13～#25(～5:00)
カードキャプターさくら クリアカード編
  4日 #7～#12 (3:00～)　
11日 #13～#19 (3:00～)
18日 #20～#22 (4:30～)

25日 ドラマ『弱虫ペダル』 セレクション
　　 (5:00～)

日 5・12・19・26

6
ポチっと発明 ピカちんキット 
セレクション

30
ベイブレードバースト ガチ

7
デュエル・マスターズ キング！

30
怪盗ジョーカー　　　　　 　　　　  58

8
妖怪ウォッチ♪

30
ポケットモンスター（2019年）    　　 58

9 劇場版それいけ!
アンパンマン
  5日 ばいきんまんの逆襲
　　 (9:32～)
12日 とべ！とべ！ちびごん
　　 (9:58～)
19日 つみき城のひみつ
　　 (9:38～)
26日 恐竜ノッシーの大冒険 

10
45
はなかっぱ第1期 セレクション
※26日(10:17～10:45)
26日 ふるさと再生　日本の昔ばなし 
　　セレクション(～11:15)

11
30
～19日 おしりたんてい(第1期)

～19日 クレヨンしんちゃん外伝 
　　　お・お・お・のしんのすけ
26日～ ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(第1期)

12

～

1

劇場版ポケットモンスター
  5日  「セレビィ 時を超えた遭遇（であい）」
12日  「水の都の護神（まもりがみ） 
　　  ラティアスとラティオス」
劇場版ポケットモンスター 

アドバンスジェネレーション
19日「七夜（ななよ）の
       願い星 ジラーチ」
26日「裂空（れっくう）の訪問者 
       デオキシス」

2

～

3

  5日 ディノ・キング　
       恐竜王国と炎の山の冒険
12日 おまえうまそうだな
映画クレヨンしんちゃん 
19日 ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者
26日 オタケベ！ カスカベ野生王国

4 30
妖怪ウォッチ♪

ポケットモンスター サン＆ムーン

5 30
怪盗ジョーカー

デュエル・マスターズ キング！

6

～

11

5日 天使な小生意気 #39～#50
鋼の錬金術師 
FULLMETAL ALCHEMIST
12日 #1～#14 (～1:00)
19日 #15～#26
26日 #27～#38

0 5・19・26日 銀魂 セレクション

1

～

2
ヒカルの碁

3 カードキャプターさくら クロウカード編
4 美少女戦士セーラームーンCrystal
5 銀魂 セレクション

「ホビッチョ !」いま話題のおもちゃ・
ゲーム・お菓子・イベントなどの最新
情報を紹介する、キッズ向け情報番組。

赤文字 = 初放送 /オススメ
青文字 =1話スタート
映画・劇場版2021.9


