


091chたんなんスマイルTV 丹南CATVのコミュニティチャンネル
地域の話題はコチラ！

暮らしに役立つ情報

越前市情報ナビ
8/1〜   越前市男女共同参画センター「あんだんて」ってどんなところ？
8/15〜 -ECHIZEN- 千年未来工藝祭2020 〜新たな挑戦〜
8/29〜 「見る」スポーツを楽しむ

地域の“明日”を考える 丹南見聞録
報道の第一線で活躍してきた土山彌一郎氏と橋詰武宏氏、四戸友也氏が取材を通して地域を読み解く番組。
地域に根ざしたテーマのもとゲストを迎え、丹南の明日を考えます。

● 武生商工会議所だより　● 社協だより

さばえ ほっと情報！ 7/25〜 鯖江発！コロナに打ち勝つアイテム開発！
8/8〜   もう1つの言語「手話」で話そう

越前町 いきいき情報局 8/1〜   助産師さんに聞いてみよう！
8/15〜 国勢調査について

県内のまちづくりグループを紹介 E〜仲間たち!　提供：関西電力・日本原子力発電

新型コロナウイルス感染症拡大防止策により、
番組編成を変更させていただいております。
内容に関しましても、今後の状況により変更の
場合があります。ご了承ください。

お 知 ら せ

ＮＨＫ特別提供番組【考えよう「平和」2020】  各日 午後3:00
8/1〜    ＮＨＫスペシャル 戦艦武蔵の最後 〜映像解析 知られざる“真実”〜
8/10〜  ＮＨＫスペシャル 戦場の軍法会議 〜処刑された日本兵〜
8/20〜  ふるさと発スペシャル はだしのゲンは終わらない 幻の続編からのメッセージ

土曜の朝は まいどわいど 生放送
生放送ならではの旬な情報や話題をお届けします！

ニュース&トピックス たん9
丹南の「今」がわかる!地域情報番組

8/1〜	 越前町

蕎麦cafe Maruta屋

丹南のお店情報番組 みせばん

週替わりプログラム

ご当地お笑い芸人	バンライフ・T－三河がさまざまな指令に
挑戦して、越前市の魅力あふれる夏のレジャーを紹介します！
今年の夏は「安・近・短」で楽しもう！

第1週
8/1〜 2020 丹南の夏を楽しもう！〜越前市編〜 越前市

神社への造詣が深い歌手の合田道人さんが丹南地域の神社
を巡り、知られざる魅力を発信する番組。今回は鯖江市鳥井町
の春日神社を訪ねます。また当田町の若宮八幡神社と境内に
ある珍しい閻魔堂も合わせてご紹介します。

第4週
8/22〜

合田道人のこしの都 神社の謎
重要文化財の本殿を持つ古社 春日神社 鯖江市

シンガーソングライターの白井貴子さんが丹南地域の宝探しに
出掛けます。今回は鯖江市で米作りを通じて自然環境の大切
さ、地域の豊かさを伝える女性を訪問します。どんな宝箱に
なるのか、こうご期待！

第5週
8/29〜

白井貴子 こしの都の宝箱
向秋の候 恵みの宝物 鯖江市

丹南キッズ〜ことばのタイムカプセル〜

8/1〜 国高保育園① 越前市

8/8〜 国高保育園② 越前市

8/15〜 愛星保育園① 越前市

8/22〜 愛星保育園② 越前市

8/29〜 愛星保育園③ 越前市

幼稚園・保育園の元気キッズに将来の夢をインタビュー！

子供たちの知りたいを応援
ケーシー先生の
ゆかいな英会話
［協力］	U.F.O.アカデミー

さまざまな場面で使うことができる簡単な英会話を
楽しく紹介するよ！

8/15〜	 鯖江市

九龍飯店
中華料理

8/8〜	 越前市

花びいどろ
一輪挿しショップ

8/29〜	 鯖江市

割烹よしのり

8/22〜	 越前市

鮮魚料理 みどり屋
総菜・仕出し・料亭

Jr.+［ジュニアプラス］
丹南地域の子供たちのがんばる姿をお届け。部活動や
スポーツ少年団の活動を中心にご紹介します。

8/1〜 織田中学校 越前町

8/8〜 武生第二中学校 越前市

8/15〜 宮崎中学校 越前町

8/22〜 東陽中学校 鯖江市

8/29〜 武生第六中学校 越前市

GO!GO!部活動 がんばれ!3年生

新型コロナウイルスの影響で、中学校の部活でも最後の大会
となる夏季総合競技大会が中止となりました。それを受け
中体連では3年生の集大成の場として交流大会を開催しま
した。輝く子供たちの勇姿をぜひご覧ください。

第2・3週
8/8〜 笑顔応援プロジェクト  Shining 〜丹南の子供たちの輝き〜

8/8〜
南越地区中学校交流会
8/15〜
鯖丹地区中学校夏季交流会
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8月自主制作番組
毎週土曜日
一斉更新  

 番組情報は、データ放送でもご覧いただけます。

●8月16日（日）、23日（日） 午前8：00〜午後0：00は、「笑顔応援プロジェクト Shining 〜丹南の子供たちの輝き〜 もっと見せます交流会」を放送。
○特別番組放送の場合は、通常番組は休止となります。
○深夜0：00以降、「ショップチャンネル」をご覧になる方は092ch、「ジュエリー☆GSTV」をご覧になる方は093chにセットしてください。

土曜日【更新】 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

7
00 交通情報ライブカメラ ／ 15 〈1週目〉E〜仲間たち！　〈2〜5週目〉福武線に乗って

7
25 武生商工会議所だより ／ 30 越前市情報ナビ ／ 42 番組案内 ／ 45 さばえ ほっと情報！ ／ 55 越前町いきいき情報局

8
00  〈1・3・5週目〉政府インターネットテレビ ／ 15 ザ・メイキング　〈2・4週目〉丹南見聞録

8
30 子育てTVハピクラ

9
00 ニュース＆トピックス たん9

930 週替わりプログラム  〈1週目〉2020 丹南の夏を楽しもう！      〈2・3週目〉笑顔応援プロジェクト Shining 〜丹南の子供たちの輝き〜
 〈4週目〉合田道人のこしの都 神社の謎　〈5週目〉白井貴子 こしの都の宝箱

10

00 まいどわいど
 生放送

00 福井CATV 00 RCN 00 チャンネルO 00 県外CATV 00 福井CATV 00 RCN

10
30 RCN 30 チャンネルO 30 県外CATV 30 福井CATV 30 RCN 30 チャンネルO

45 交通情報ライブカメラ

11
00 エンジョイ丹南！山めぐり（再）

1130 交通情報ライブカメラ

45 Jr.+［ジュニアプラス］ ／ 55 丹南キッズ 〜ことばのタイムカプセル〜

0
00 丹南のお店情報番組 みせばん ／ 05 フレー！フレー！たんなんのお店 ／ 10 懐かしの風景 ／ 15 〈1週目〉E〜仲間たち！　〈2〜5週目〉福武線に乗って

0
25 武生商工会議所だより ／ 30 越前市情報ナビ ／ 42 番組案内 ／ 45 さばえ ほっと情報！ ／ 55 越前町いきいき情報局
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00 まいどわいど
 生放送【再】

00 〈1・3・5週目〉政府インターネットテレビ ／ 15 ザ・メイキング　〈2・4週目〉丹南見聞録

1
30 スクールキッチン 30 県外CATV 30 福井CATV 30 RCN 30 チャンネルO 30 県外CATV

45 社協だより ／ 55 ソラカラタンナン

2
00 ニュース＆トピックス たん9

2
30 週替わりプログラム

3 00 ＮＨＫ特別提供番組【考えよう「平和」2020】 3

4

00 まいどわいど
 生放送【再】

00 子育てTVハピクラ

4
30 スクールキッチン 30 福井CATV 30 RCN 30 チャンネルO 30 県外CATV 30 福井CATV

45 社協だより ／ 55 ソラカラタンナン

5
00 〈1・3・5週目〉政府インターネットテレビ ／ 15 ザ・メイキング　〈2・4週目〉丹南見聞録

530 ケーシー先生のゆかいな英会話

45 Jr.+［ジュニアプラス］ ／ 55 丹南キッズ 〜ことばのタイムカプセル〜

6
00 ニュース＆トピックス たん9

6
30 週替わりプログラム

7
00 丹南のお店情報番組 みせばん ／ 05 フレー！フレー！たんなんのお店 ／ 10 懐かしの風景 ／ 15 〈1週目〉E〜仲間たち！　〈2〜5週目〉福武線に乗って

7
25 武生商工会議所だより ／ 30 越前市情報ナビ ／ 42 番組案内 ／ 45 さばえ ほっと情報！ ／ 55 越前町いきいき情報局

8
00 〈1・3・5週目〉政府インターネットテレビ ／ 15 ザ・メイキング　〈2・4週目〉丹南見聞録

830 ケーシー先生のゆかいな英会話

45 Jr.+［ジュニアプラス］ ／ 55 丹南キッズ 〜ことばのタイムカプセル〜

9
00 ニュース＆トピックス たん9

9
30 週替わりプログラム

10

00 丹南のお店情報番組 みせばん ／ 05 フレー！フレー！たんなんのお店 ／ 10 懐かしの風景

10
15 社協だより 15 交通情報ライブカメラ

25 ソラカラタンナン

30 チャンネルO 30 県外CATV 30 RCN 30 チャンネルO 30 県外CATV 30 福井CATV 30 RCN

11
00 ニュース＆トピックス たん9

1130 越前市／42 番宣 30 SPACE 
 SHOWER TV

30 越前市／42 番宣 30 SPACE SHOWER TV  ミュージックビデオセレクション

45 鯖江市／55 越前町 45 鯖江市／55 越前町

0

〜

6

【091ch】QVC　お問い合わせ/【一般電話から】0120-945-010（通話料無料）　https://qvc.jp/
【092ch】ショップチャンネル　お問い合わせ/【一般電話から】0120-000123（通話料無料）　https://www.shopch.jp/
【093ch】ジュエリー☆GSTV〈放送時間／深夜0：00〜深夜2：00〉　お問い合わせ/0120-934-220（8：00〜26：00（翌2：00））　https://www.gstv.jp/

0

〜

6

都合により番組の内容・日時が変更、あるいは放送を中止することがあります。ご了承ください。

Tannan Smile TV Guide 8月1日からの番組表です。
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1.
2.
3.

リモコンのdボタンでデータ放送画面を表示。
データ放送画面で、黄色ボタンを押す。
福井新聞で掲載された情報の一部が、
地域別で表示されます。

越前市・鯖江市・越前町 091chたんなんスマイルTV
データ放送でおくやみ情報が
確認できます。

連携：

通夜、葬儀の日程など詳しくは、
福井新聞や福井新聞fast、福井新聞mobileでご確認ください。

①お名前 ②性別 ③年齢 ④ご住所 ⑤電話番号 ⑥リクエスト曲
⑦出張してほしい理由、博さんへのメッセージ など

必要事項

宛 

先

〒916-0026 鯖江市本町2丁目2-16 地域交流センター2F
丹南ケーブルテレビ 番組制作チーム
　 smiletv@t-catv.co.jp

「3年目の浮気」でおなじみ、元ヒロシ＆キーボーの黒沢博さん
が、歌やトークで地域の皆さんの笑顔を応援する番組。新企画
として、博さんが皆さんのところへ出向き、リクエスト曲のプレ
ゼントや楽しいトークで元気をお届けします。家族へのサプラ
イズやお祝いで来てほしい！という方などを大募集。必要事項
を記入の上、ハガキまたはメールでお送りください。

黒沢
博さん 黒沢博の

歌チカラ♪

あなたに会いに行きます！

出張

インフォメーション  地域の催しと丹南ケーブルテレビからのお知らせ
※内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。

シンガーソングライター・白井貴子さんが丹南地域の伝
統文化をイメージし制作した曲です。カップリングには越
前市武生南小学校「虹の輪合唱団」とのコラボバージョ
ンを収録。越前和紙で作ったパッケージも注目です！

愛の花を咲かそう
白井貴子	 	

1,500円（税込）

問合せ／丹南ケーブルテレビ 地域貢献企画チーム
	 ☎0778-21-5040

花をテーマにした企画展。野の花を描く作家として親し
まれた故助田茂蔵の作品を中心に、鯖江で手工芸に
携わる女流作家たちの織り成すアート作品約80点が
展示されます。入場無料。
期間／ ８月８日（土）～３０日（日） 

９：00～17：00（最終入館 16：３０）
場所／まなべの館（鯖江市長泉寺町）
問合せ／まなべの館 ☎0778-５３-２２５７

企画展	花ものがたり
野の花を描く作家	助田茂蔵と女流作家たち

国登録有形文化財の「陽願寺」創建５５０周年記念事業。
越前市武生公会堂記念館で開かれる「御堂 陽願寺
の名宝」展を記念して、会期中は陽願寺が特別開放され
ます。普段見ることのできない御殿や庭園、宝物殿などを
ご覧ください。大人５００円、中高生３００円。

期間／ ８月７日（金）～９月２７日（日） 
金・土・日曜日、祝日 ９：00～16：00 

（最終受付 15：３０）
場所／ 陽願寺（越前市本町）
問合せ／陽願寺 ☎0778-２２-０９８１

「御
みどう

堂	陽
ようがんじ

願寺の名宝」展	開催記念
陽願寺特別拝観

水辺でキャンプを楽しむイベント「リバキャン」。ボートや
川下りなどのウォータースポーツも体験できます。今年
は地元で、家族や仲間と楽しい夏の思い出づくりをして
みませんか？（フリーサイト無料（先着順）、内容は一部
有料体験あり）
日時／8月8日（土）・９日（日） 10：00～16：00
場所／日野川河川緑地公園左岸（越前市堀川町）
問合せ／ 一般社団法人 環境文化研究所 

☎0778-２５-６０５１

ボクの水辺	私の水辺	リバキャン

映画「こども食堂にて」の上映会が、越前町の各地区
コミュニティセンターで開催。無償で食事を提供する
子ども食堂を舞台に、特別な事情や問題を抱える子ども
たちを取り巻く環境と、地域の人々の姿を描いたヒュー
マンドラマです。大人５００円、高校生以下無料（予約
優先）。

日時・場所／ ●8月2日（日） 
　織田コミュニティセンター 
●8月9日（日） 
　宮崎コミュニティセンター 
●8月23日（日） 
　越前コミュニティセンター 
各日 １０：00～１２：00

問合せ／ 泰澄大師の里 メェーメェーヒルズ 
☎０８０-１９６４-３３０５（長谷川）

メェーメェーフェスティバル
映画「こども食堂にて」上映会

鯖江市在住の書道家・小谷寛幸さんの個展。３０ｍを
超える大作や国立新美術館で展示された超大作など
日本・中国の古典や近代文学を中心とした書作品２７
点が展示されます。入場無料。
期間／ ８月１８日（火）～２３日（日） 

９：00～17：00（最終日 16：00まで）
場所／福井県立美術館 第一展示室（福井市）
問合せ／☎０９０-８２６３-９６７０（小谷）

小
おだに

谷寛
ひろゆき

幸	書展「言葉との対峙」

＊各会場ではマスクの着用にご協力ください

092ch 	市議会放送のお知らせ

■越前市議会	7月臨時会
【生放送】 7月２９日（水） 午前10時～
【再放送】 8月3日（月）   午後6時～

【生放送】 7月３０日（木） 午前10時～
【再放送】 8月4日（火）   午後6時～

【生放送】 7月３１日（金） 午後2時～
【再放送】 8月5日（水）   午後6時～

※議会の進行上、日時の変更が生じる場合があります。

丹南ご当地ソング	CD好評発売中！

越前市出身・野路由紀子さんがふるさと武生を歌う「越前
武生の夕暮れは」。“総社”や“蔵の辻”など、おなじみの場
所が登場し、武生の魅力を再発見できる曲です。またカッ
プリング曲「扶余恋歌」は丹南地域の伝統産業のもとと
なった渡来文化が育まれた地、韓国・百済の最後の都
“扶余”をモチーフとしたものです。

越前武生の夕暮れは
C/W	扶余恋歌　野路由紀子	
1,200円（税別）

4



みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.72

たんなんスマイルTVで放送中の丹南のお店情報番組「みせばん」。
「みせばんガイド」では、気になるお店をもう一度ご紹介していきます♪

犬の美容室 ハッピー

福井銀行 GS

美容館
ジュネス

コンビニ

鯖江
IC

　シャンプーやトリミング、デンタルケアまで、ワンちゃんのトータルケアを行う
「犬の美容室ハッピー」。飼い主様の大切な愛犬が健康でいられるための
セミナーやペットホテル、老犬ホームなども対応しています。

鯖江市東鯖江2丁目7-16
☎0778-51-7013
営 10：00～17：00　※完全予約制
休 不定休　※ ペットホテル、ショートステイ、老犬

ホームの受付　年中無休

インターネットでも
「みせばん」

が見られる！

●シャンプーコース 2,980円～ ●カットコース 3,980円～
●詳しくはHPをご覧ください。  犬の美容室ハッピー 検索

越前めん処 江戸屋

文化
センター

中央
図書館

武生
中央公園

芳春寺

　県産小麦粉ふくこむぎ100％使用の麺類をはじめ、地元産食材を使った
安心・安全な料理を提供する「江戸屋」。ほぼ全てのメニューでミニから
特盛りまでサイズが選べ、味はもちろん見た目でもお腹を満たしてくれます。

越前市高瀬2-6-15
☎0778-24-3248
営 11：00～19：00（L.O.18：30）
休 月曜日、第3日曜日

●ひっで丼 （ミニ温うどん付） 1,200円※数量限定
●中華そば 750円 ●期間限定 細打ち冷しうどん 700円
● 平日昼2時までのランチタイムには、7種類のうどんと4種類

のミニ丼が組み合わせられるランチセットもあります。

※価格は税込

和風ボルガライス（並） ミニ温うどん付 900円

イチオシネマ

その昔、世界には魔法があふれていたが、今では科学が発達し、誰も魔法を使わ
なくなっていた。そんな魔法が消えかけた世界で暮らす、自分に自信がない少年・
イアンは、16歳の誕生日に亡き父が母に託した魔法の杖を贈られる。魔法オタク
の兄・バーリーから父を復活させる魔法を教えられ、挑戦するが途中で失敗。半分
だけの姿で父が復活してしまう。二人は魔法を探す旅に出るが、魔法の効力は
24時間。残された時間で完全に蘇らせないと、永遠に会えなくなってしまう…。

7/31㊎ 水曜日が消えた

8/7㊎ 映画ドラえもん のび太の新恐竜

8/7㊎ ぐらんぶる

8/14㊎ 思い、思われ、ふり、ふられ

8/14㊎ 弱虫ペダル

8/21㊎ 2分の1の魔法

8/21㊎ 糸

8/28㊎ 青くて痛くて脆い

8/28㊎ 事故物件 恐い間取り

人付き合いが苦手な楓と、周囲から浮きまくっている秋好。ひとりぼっち同士の
2人は「世界を変える」という大それた目標を掲げる秘密結社サークル【モアイ】
を作るが、秋好はこの世界からいなくなってしまう。秋好の存在亡きあと、モアイは
意識高い系就活サークルに成り下がり、取り残された楓の怒り、憎しみ、すべて
の歪んだ感情が暴走していく。どんな手を使ってでもモアイをぶっ壊す。楓は、
秋好が叶えたかった夢を取り戻すため、モアイ奪還計画を企てる。

鯖江アレックスシネマ
☎0778-54-7720
鯖江市下河端町16-16-1
アル・プラザ鯖江敷地内

▲福井市

越前市▼

とんとんびょうし 鯖江東部
ショッピング
モールアル・

プラザ

ゲンキー

ローソン 鯖江
警察署

黒
津
川

パチンコ
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〈情報提供〉

  〜 M O V I E  S E L E C T I O N〜

©2020 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

©2020「青くて痛くて脆い」製作委員会

2分の1の魔法
【監督】ダン・スキャンロン   【声の出演（吹替）】志尊淳、城田優 ほか

僕に魔法が使えたら、願いはきっと叶うはず…

彼女は死んだ─僕は忘れない。

青くて痛くて脆い
【監督】狩山俊輔　【出演】吉沢亮、杉咲花 ほか

公開作品スケジュール

※詳しい上映スケジュールは、鯖江アレックスシネマまで
　お問い合わせください。

8/21
公開

8/28
公開
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丹南CAT Vコミュニティチャンネルへの
ご感想もぜひお寄せください。

ワンちゃんのトータルケアを行う「犬の美容室 ハッピー」で使える
“トリミング時のトリートメント”または“しつけや飼い方のカウン
セリング（30分）”無料券を１０名様にプレゼント。

丹南ケーブルテレビが地域のお店と展開する「もっと×もっと 
つながるプロジェクト」。各店で使える商品券1,000円分を
５名様にプレゼント！

10
名様

5
名様

提供/犬の美容室 ハッピー

提供/丹南ケーブルテレビ

犬の美容室 ハッピー トリートメントまたは
カウンセリング（30分） 無料券1.

もっと×もっと つながるプロジェクト
地域のお店で使える商品券1,000円分3. 応募方法  ハガキに、①郵便番号・住所②氏名③電話番号

④ご希望のプレゼント名を記載の上、ご応募
ください。

応募資格  丹南ケーブルテレビサービスご加入者様
応募締切  2020年8月31日（月） 必着
宛　　先  〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

 「8月号 チャンネルガイドぷらすプレゼント」係

鯖江アレックスシネマより、映画鑑賞券を１組２名様に
プレゼント。

提供/鯖江アレックスシネマ

鯖江アレックスシネマ 映画鑑賞券2.

1組2名様

※トリートメントまたはカウ
ンセリングのどちらかが
無料となります。事前に
ご予約ください。

※ ご応募は丹南ケーブルテレビサービスご加入者様に限ります。
ご契約書に記載のご住所・お電話番号をお書きください。

※ ご応募いただいた皆さまの個人情報は利用目的以 外には使 用
いたしません。

※ 当選の発表は発送をもってかえさせていただきます。

丹南ケーブルテレビサービスご加入者様に

プレゼントをご用意！ぜひご応募ください♪プレゼント

①ペットの種類・お名前 ②飼い主様のお名前 ③住所
④電話番号 ⑤エピソードやPR文

を明記の上、メールまたはラインに写真や動画を添付して
ご応募ください。

①お誕生日の方のフルネーム（ふりがな）
②送ってきてくれた方のお名前（続柄）
③紹介文 ④誕生日 ⑤住所 ⑥性別 ⑦電話番号

を明記の上、メールまたはラインに写真や動画を添付
してご応募ください。※鯖江市・越前市・越前町の方に限ります。

［再］午後1：00、午後4：00

毎週土曜日
午前10：00から生放送！

紹介された方には、マスククリップと
「フレー！フレー！たんなんのお店」の
協力店で使える500円券をプレゼント！

4月以降にお誕生日を迎えた皆さんの写真や動画をお送りください。
番組で紹介された方には、すてきなプレゼントをお贈りします！

番組制作チームの
友達登録は
こちらから！

メール LINE

写真や動画でお祝い！
ハッピーバースデイ

ご自慢のペットを
番組内で紹介してみませんか？

応募方法
応募方法

まいどわいど生放送のFacebookページでも紹介！

※500円券2枚（合計1,000円分）をお送りします。
※商品券取扱店パンフレットに記載のお店でご利用できます。

見本見本
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越前市塚町101 武生商工会館2F
地域貢献企画チーム ☎0778-21-5040お問い合わせ

お申し込み

■貸し出しは地域公共団体、各種教育機関、越前市・鯖江市・越前町の企業・団体に限らせていただきます。 ■ディスクは、DVDもしくはBlu-rayとなります。
■映画の上映およびディスクの取り扱いについては、下記の行為を禁止します。
　①営利を目的として上映すること。  ②丹南CATVの許可なく他へ貸し出すこと。  ③映画の内容を変えること。  ④全部又は一部を複製すること。

丹南ケーブルテレビで製作した劇場公開映画3作品のDVDおよびブルーレイディスクの貸し出しを行っています。
今一度、皆さんで映画を通して丹南地域を見つめ直してみませんか？

DVD/ブルーレイディスク無料貸し出し中！

ＨＡＰＰＹ！メディアな人々。

94分/2012年9月
出演/渡辺裕之、竹内晶子

映画の各所に“丹南のいいところ”満載！

つむぐもの
出演/石倉三郎、キム・コッピ
109分/2016年3月

越前市・越前和紙が舞台！

出演/南沢奈央、紘毅
82分/2016年7月

ＨＡＮＡ～ひとつ。

舞台のひとつが河和田地区と越前漆器！

※個人での鑑賞は不可

7



など、何が

当たるか

お楽しみ
♪

980円980円980円980円980円980円 最 大
10,000円
 割 引！

最 大
10,000円
 割 引！

お助
け

1
1年間
月々

端末購入価格 端末購入価格 さらに
！

見られるよ♪

天気や地図が

大
き
な
画
面で

お助
け

2
お助
け

3

【キャンペーン適用条件】・3G回線（フィーチャーフォン）からの乗り換えによるご契約。 ・ご利用料金請求月から最低24カ月のご利用。
【注意事項】・最低利用期間内の解約は違約金をお支払いいただきます。 ※料金表記は税抜価格です。

ハズレ
なし！

丹南地域のお店で使えるクーポン券丹南地域のお店で使えるクーポン券
電話予約で

マンツーマン

サポート !

電話予約で

マンツーマン

サポート !

「はじめて割」「はじめて割」
から使えるから使える

スマホアドバイザーによる
「安心サポート」

◀携帯電話（3G回線）からの乗り換えで

お楽しみ抽選会

1回線基本使用料 2カ月無料券
1回線基本使用料 1カ月無料券
サーティワンアイスクリーム 商品券

1回線基本使用料 2カ月無料券
1回線基本使用料 1カ月無料券
サーティワンアイスクリーム 商品券

いーかげん
いーかげん

にしよっさ！

ご契約特典

※対象端末AQUOSのみ※対象端末AQUOSのみ

※お孫さんからこんなこと　言われませんか？※お孫さんからこんなこと　言われませんか？

ご来店予約始めました！詳しくは来店前にご連絡ください。 0120-72-5040

2020年2020年8月16日（日）まで8月16日（日）まで

い
っ
ぱ
い
撮
っ
た
写
真
を
送
れ
る
よ
！

住
ん
で
る
場
所
が
離
れ
て
い
て
も

　 テ
レ
ビ
電
話
で
会
話
が
で
き
る
よ
。

がスマホデビューを丹南ケーブルテレビ

お助けします! !
がスマホデビューを丹南ケーブルテレビ

お助けします! ! キャンペーン
期間

お急ぎください！
終了間近！！

お急ぎください！
終了間近！！

《丹南ケーブルテレビ さばえスタジオ》
〒916-0026 鯖江市本町2丁目2-16 地域交流センター2F

●番組に関するお問い合わせ　●取材・収録依頼　●各番組への情報提供　●番組に出演希望の方

番組制作
チーム

2020年7月25日発行 
発行所：丹南ケーブルテレビ㈱ 〒915-8588  福井県越前市塚町101 武生商工会館2F ☎︎0778-21-5040

☎ 0778-51-0101 FAX 0778-51-0107
 smiletv@t-catv.co.jp

丹南ケーブルテレビＨＰの
メール投稿フォームからも

お問い合わせできます。

コミュニティチャンネルに関するお問い合わせ

チャンネルガイドぷらす 8月号


