
地域に暮らしに役立つ番組がいっぱい !地域に暮らしに役立つ番組がいっぱい !

チャンネルガイドぷらす

9月は9月は26日！26日！
生午前10：00  

［再］午後1：00、午後4：00

月に一度のコラボ企画

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。

放 8月29日(土) 午後8：00
主催/OCサミット実行委員会と有志の会　収録/8月22日 夢みらい館さばえ（鯖江市）
鯖江市長選 公開討論会　鯖江市長選 公開討論会　

新型コロナウイルス感染症拡大防止策のため、入場者数を制限して開催することとなった
今年の「武生国際音楽祭」。ステージの模様を生放送でお送りします。

放 9月11日（金） 午後7：30　J.S.バッハ ＆ 細川俊夫  独奏の調べ
9月12日（土） 午後7：30　ベートーヴェン生誕250年に寄せて
9月13日（日） 午前11：00 サンデーピアノリサイタル
                       午後3：00   ファイナルコンサート

武生国際音楽祭2020武生国際音楽祭2020生放送

9
Sep.  2020

放 9月5日（土）～11日（金） 午前9：30、午後2：30、午後6：30、午後9：30

～北国街道の旅 越前市編～～北国街道の旅 越前市編～～北国街道の旅 越前市編～
ソラカラタンナンソラカラタンナンソラカラタンナン



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！

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

暮らしに役立つ情報

越前市情報ナビ 9/12〜 越前市武生公会堂記念館特別展 御堂陽願寺の名宝
9/26〜 たけふ菊人形 〜2021 第70回にむけて〜

さばえ ほっと情報！
8/22〜 地域の安全を守る！鯖江市交通指導員会
9/5〜   マイナポイント制度が始まりました
9/19〜 SDGsセンターオープン

越前町 いきいき情報局
8/22〜 令和２年国勢調査が始まります
9/12〜 命を守る行動とは？ 〜災害時の避難〜
9/26〜 地域で作ろう！防災マップ

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 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

週替わりプログラム

ドローンを使った空撮映像で、いつもとは違った視点で丹南
を見つめる「ソラカラタンナン」。今回は拡大版として、「北国
街道」を空から散策します。昔から今に至るまで、どのように
変化してきたのか、見比べながら街道の魅力を見つけます。

第1週
9/5〜 ソラカラタンナン 〜北国街道の旅 越前市編〜 

平安時代にお椀やお盆を作る技術を伝えたとされる木
き じ し

地師の
祖
そ

「惟
これたかしんのう

喬親王」。片山 漆器神社では惟喬親王が鎮座して、今年
が８００年の年にあたることから記念式典を行います。惟高親王
の遺徳を偲び八百年祭に向けて活動する、地元住民らの様子
をお届けします。

第3週
9/19〜

丹南歴史探訪
片山 漆器神社 惟

これたかしんのう
喬親王鎮座八百年祭 鯖江市

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。今回は総集編として
合田さんが巡った越前町のお社を振り返ります。

第4週
9/26〜

合田道人のこしの都 神社の謎
回想編 〜越前町のお社を振り返る〜 越前町

丹南キッズ〜ことばのタイムカプセル〜

9/5〜 石田保育所 鯖江市

9/12〜 しんとくこども園① 鯖江市

9/19〜 しんとくこども園② 鯖江市

9/26〜 認定こども園服間 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！

9/5〜 越前市

越前そばの里

丹南のお店情報番組 みせばん

9/19〜 越前市

いづみや本店
精肉・総菜

9/12〜 鯖江市

からだあいかん
カフェ・自然食品

9/26〜 越前市

料亭うおとめ

9/5〜 熱中!スポーツキッズ
豊野球スポーツ少年団 鯖江市

9/12〜 熱中!スポーツキッズ
武生FCガールズ 越前市

9/19〜 鯖江高校 学校祭 鯖江市

9/26〜 熱中!スポーツキッズ
大虫男子バレーボールスポーツ少年団 
 越前市

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。

田吾作さんが伝統工芸をPRする催し「千年未来工藝祭2020」
へ。また市内の各産地で開かれる連携イベントにおじゃまし、 
産地の元気をお届けします。みてんでのお～！

第2週
9/12〜

〜丹南ふれあい百景〜 おたっしゃ珍道中 
越前市の伝統工芸を元気に！ の巻 越前市
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【ジュエリー☆GSTV停波のおしらせ】
28日（月） 深夜1：00〜翌朝7：00は放送休止です。

9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29日（土） 午後8：00は、「鯖江市長選 公開討論会」を放送。
● 8月29日（土）〜9月4日（金）
　午前9：30／午後6：30は、「NHK特別提供番組【考えよう「平和」2020】 永山絢斗がたどる マンガ少年の戦争」、午後2：30／午後9：30は、「白井貴子 こしの都の宝箱（再）」を放送。
●9月11日（金） 午後7：30、12日（土） 午後7：30、13日（日） 午前11：00／午後3：00は、「武生国際音楽祭2020」を生放送。
○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！　〈2〜4週目〉インフォメーション

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〉ソラカラタンナン    〈2週目〉おたっしゃ珍道中
 〈3週目〉丹南歴史探訪     　〈4週目〉合田道人のこしの都 神社の謎

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！　〈2〜4週目〉インフォメーション

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

1
00 まいどわいど
 生放送【再】

00 〈1・3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

130 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 知ろう・学ぼう ふるさとの宝 シリーズ「丹南歴史探訪」（再） 3

4
00 まいどわいど
 生放送【再】

00 子育てTVハピクラ

430 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！　〈2〜4週目〉インフォメーション

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 スクールキッチン

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 9月5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

※新型コロナウイルス感染症の情勢を鑑みて実施いたします。

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。※各会場ではマスクの着用にご協力ください。

いけばな小原流福井支部のいけばなの魅力に触れる
花展。小原流の伝統的なものから現代空間にあった新
しいもの、季節の花を使ったものなど、会員のいけばな
作品が展示されます。入場無料。

日時／�９月１９日（土）・２０日（日）�
10：00～16：30（最終日�16：00まで）

場所／まなべの館（鯖江市長泉寺町）
問合せ／まなべの館�☎0778-５１-５９９９

秋麗に花集う 
いけばな小

おはらりゅう

原流福井支部 鯖江地区花展
武生国際音楽祭が９月１１日から１３日の３日間、越前市文
化センターなどで開催。ベートーヴェン生誕２５０年にちなん
だ楽曲を中心に、現代音楽、クラシックなど演奏します。詳
しいプログラムや料金などは、武生国際音楽祭のホーム
ページでご確認ください。※オンラインでも配信予定。

期間／�９月１１日（金）～１３日（日）
場所／越前市文化センター�ほか
�問合せ／越前市文化センター�☎0778-２３-５０５７

武生国際音楽祭２０２０

越前漆器展覧会が鯖江市のうるしの里会館で開催。
越前漆器協同組合員による伝統的な漆器作品から現代
的なデザインのものまで、約６０点が展示されます。

期間／�９月１２日（土）～１４日（月）�
１２日�13：00～17：00／１３日�9：00～17：00�
１４日�9：00～16：00

場所／うるしの里会館（鯖江市西袋町）
�問合せ／越前漆器協同組合�☎0778-６５-００３０

越前漆器展覧会

越前市や鯖江市を中心に活動する書道団体天遊社
の作品展。漢字やかな、現代詩文書といった多彩な
ジャンルの書作品や、地方での入賞作品など、約８０点
が展示されます。

期間／�９月１８日（金）～２０日（日）�
10：00～17：00（最終日�16：00まで）

場所／ふるさとギャラリー叔羅（越前市東千福町）
問合せ／ふるさとギャラリー叔羅�
　　　　☎0778-２３-５８１１

天
てんゆうしゃ

遊社書展

丹南芸術家協会の作品展。会員６５人が制作した洋
画や工芸、彫刻など７部門の作品約７０点が展示されま
す。入場無料。

期間／�９月２日（水）～６日（日）�
10：00～17：30（最終日�16：00まで）

場所／ふるさとギャラリー叔羅（越前市東千福町）�
問合せ／ふるさとギャラリー叔羅�
　　　　☎0778-２３-５８１１

丹南芸術家協会展 092ch  市議会放送のお知らせ

■令和2年9月 越前市議会定例会
【生放送】�9月1日（火）���午前10時～昼12時
【再放送】�9月2日（水）���午後6時～

【生放送】�9月4日（金）���午前10時～午後5時
【再放送】�9月8日（火）���午後6時～

【生放送】�9月7日（月）���午前10時～午後5時
【再放送】�9月14日（月）�午後6時～

【生放送】�9月8日（火）���午前10時～午後5時
【再放送】�9月15日（火）�午後6時～

【生放送】�9月9日（水）���午前10時～午後5時
【再放送】�9月16日（水）�午後6時～

【生放送】�9月23日（水）�午後2時～午後5時
【再放送】�9月24日（木）�午後6時～

■第426回鯖江市議会定例会
【生放送】�8月19日（水）�午前10時～昼12時
【再放送】�8月20日（木）�午後6時～

【生放送】�8月31日（月）�午前10時～午後5時
【再放送】�9月3日（木）���午後6時～

【生放送】�9月1日（火）���午前10時～午後5時
【再放送】�9月4日（金）���午後6時～

【生放送】�9月2日（水）���午前10時～午後5時
【再放送】�9月7日（月）���午後6時～

【生放送】�9月11日（金）�午前10時～昼12時
【再放送】�9月17日（木）�午後6時～

※�9月1日（火）午前中は、議会の日程が重なるため、越
前市は092ch、鯖江市は093chで生放送。
※議会の進行上、日時の変更が生じる場合があります。

丹南ケーブルテレビでは、地域のメディアとして丹南の
歴史・文化を大切にし、また地域の宝として後世に受け
継いでいくために、皆さんのお手元で保存・保管されて
いる「昔の風景写真」を募集しています。詳しくはお問い
合わせください。

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

たんなんスマイルTVプロジェクト
伝えたい…丹南の景色 今に残る昔の写真を募集

4



みせばん
丹南のお店情報番組 ガイド

vol.73

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♪

三六商店 本店

福井銀行

福邦銀行

三六公園

神
明

福
井
鉄
道
福
武
線

　「三六商店」の三六サラダ焼は、生地の甘さにマヨネーズの酸味、カイワレ
の辛みがマッチした鯖江のB級グルメ。絶妙なおいしさに県外ファンも多いそう
です。あんこ・クリームのスタンダードな今川焼もおすすめです！

鯖江市三六町1丁目6-7
☎0778-54-0690
営 10：00～18：00　
休水曜日、第1・3木曜日、不定休
　（祝日の場合は営業／翌日休み）
　※都合により8/26～9/18はお休みとなります

インターネットでも
「みせばん」

が見られる！

●三六サラダ焼�1個120円
●今川焼（あんこ／クリーム）�1個120円
　大量注文の場合は事前にお電話ください。

レストラン L
ル

e B
ボア

ois

仏壇の山下屋

武生楽市

ガスト

ドン・キホーテ

　隠れ家のような佇まいで、落ち着いた雰囲気の「ル�ボア」は、フレンチをベース
にしたカジュアルレストラン。季節の食材を使った日替わりスープ、3～4種類から
選べるメイン料理など、少しぜいたくなランチを楽しめます。

越前市横市町36-4-1
☎0778-22-6262
営 11：30～15：00　※ディナーの食事会ご予約可
休水曜日

�●ランチ（★は数種類から選べます）
　【Aランチ】1,380円～��・本日のサラダ・スープ�
　��・本日のメイン料理★�・パン�or�ライス
　【Bランチ】1,880円～��・本日のサラダ・スープ�
　��・本日のメイン料理★�・パン�or�ライス�・デザート★�・飲み物★
　事前予約で6人～30人の貸し切りも可能。　

▲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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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

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。※越前市・鯖江市・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
リップとけーぶるんグッズを
プレゼント！

7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！

※価格は税込
※価格は税込
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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。

内側に抗菌加工を施したマスクケースを展開中の「国府印刷社」
より、けーぶるんのイラストがかわいいオリジナルマスクケースを、
封筒タイプと二つ折りタイプをセットにして10名様にプレゼント。

甘み・酸味・辛みが絶妙にマッチした鯖江のB級グルメ
“三六サラダ焼”でおなじみ！「三六商店」より、本店で使え
る三六サラダ焼5個引換券を５名様にプレゼント。

5名様

提供/三六商店 本店 提供/株式会社国府印刷社

三六商店 本店で使える 
三六サラダ焼5個 引換券1. けーぶるん 抗菌マスクケース

（封筒タイプと二つ折りタイプセット）2.

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9月30日（水） 必着
宛　　先  〒915-8588 丹南ケーブルテレビ 

 「9月号 チャンネルガイドぷらすプレゼント」係
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

※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。

10
名様

※マスクケースは紙製です。
※サイズ：封筒 W20.5×H11.5（cm）、二つ折り W10×H12（cm）
※プリーツマスク専用です。 ※マスクは付属しておりません。

毎日の生活に便利な情報をお届けします。

ｄボタンを押してデータ放送を表示してから選択してください。
●NHKラジオ第１　●FM福井　●FBCワイドFM

県内のラジオが聴けるd
データ放送画面

データ放
送も

追加！

24時間
放送

気象情報
交通カメラ
地域へのお知らせ新たに地域の情報が追加！！

通勤･通学前に！
ちょっと気になる空模様のときに！

お問い合わせ　丹南ケーブルテレビ TEL.0778-51-0101

丹南ご当地ソング CD好評発売中！

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）

愛の花を咲かそう
白井貴子  

1,500円（税込）

お問い合わせ　丹南ケーブルテレビ 地域貢献企画チーム TEL.0778-21-5040

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。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も収録。

“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。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。
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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
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【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。 その他、新規契約手数料3,000円がかかります。

◀携帯電話（3G回線）からの乗り換えで

980円980円980円980円980円980円1年間
月々

から使える
はじめて割
電話予約で

マンツーマン

サポート!

スマホアドバイザーによる
「安心サポート」

初入
荷記念 9/16（水）～9/20（日）までの

5日間限定!! 先着5台各日

iPhone SE２
64GB
通常価格

まさ
かの

10,000円
 割 引！
10,000円
 割 引！

端末購入価格 端末購入価格 

※対象端末
AQUOSのみ
※対象端末
AQUOSのみ

さら
に！

円

円

キャン
ペーン!

バーン!!
半額

特別企画!!

48,800

【キャンペーン適用条件】・ネクスタ（光インターネットサービス）既
加入者もしくは、ネクスタ（光インターネットサービス）を同時に加
入いただける方。・他社からのMNP（他社からの番号引継ぎ）ま
たは新規発番、データ容量３G以上のトークスマホプランのご
契約で、ご利用料金開始月から最低36カ月ご利用いただける
方。【注意事項】・最低利用期間内のご解約やデータ容量1Gへ
の変更、データスマホプラン変更の場合は違約金をお支払いい
ただきます。・お支払いは一括払いのみとなります。その他、新規
契約手数料3,000円がかかります。

1世帯
1台限り

この期間が
チャンスじゃのう

0120-72-5040お問い合わせ

にしよっさ！

いーかげん
いーかげん復活

版

※カラーはご希望に添えない場合があります。

※すべての料金表示は税抜価格です。

《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8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 9月号


