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のお知らせ
ＣＮＣＩグループの知多メディアスネットワーク株式会社(本社：愛知県東海市 以下知多メディアス）
は、Apple 社のタブレット端末「iPad」のレンタルサービス「iPad レンタル」と IP で運用するビデオ・オ
ン・デマンド（VOD）サービス「milplus(みるプラス)」を 2014 年 4 月 26 日（土）から提供開始いたしま
す。
ますます普及がすすむタブレット端末の代表的な機種であるｉPad のレンタル提供とタブレットや
パソコンで手軽に映像サービスを楽しめる milplus(みるプラス)を手厚いサポートとあわせてご提供
することで、ご加入者様のデジタルライフの充実に努めてまいります。
記
１.「iPad レンタル」
「iPad レンタル」は Apple 社のタブレット端末をインターネットサービスご加入者様へ貸し出しするサービスです。
取り扱い機種は「iPad Air」、「iPad mini Retina」、「iPad mini」の 3 機種で、36 ヶ月間の利用後はお使いの iPad をその
ままご加入者様に譲渡します。
サポート体制も充実し、初期設定も無料で行うなど、安心してご利用できる体制をとります。
また、「iPad レンタル」のサービス開始にあわせて 5 月より iPad の無料講座を開講します。
2.「milplus(みるプラス)」
「milplus(みるプラス)」は株式会社ジュピターテレコムとジュピターエンタテインメント株式会社 が開発した IP-VOD サー
ビスで、視聴者はパソコン、タブレット端末、スマートフォンなど、さまざまなデバイスでサービスを利用することができま
す。
知多メディアスではインターネットサービスご加入者様向けサービスとして、番組ごとに購入できる約 10,000 本のコンテ
ンツと、選りすぐられた 5,500 本以上のコンテンツを月額固定料金で視聴できる「見放題パック プライム」を基本メニュー
として提供します。
知多メディアスは、今後もタブレットを使った様々なサービスを提供し、ご加入者様の利便性の向上に努めてまいります。
以上
※Apple、Apple のロゴ、AirPlay、AirMac Express、Apple TV、FaceTime、iBooks、iPad、iPhone、
iPod touch、iSight、iTunes、Mac、Retina、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple lnc.の商標です。。
※[iPad レンタル]は、知多メディアスのレンタルサービスを提供するものであり、
Apple lnc が認定、支援、その他承認したものではありません。
※当文中に記載されている実在の企業名および製品名はそれぞれの商標権者の商標です。

iPadAir

みるプラス ブランドロゴ

iPad レンタル ラインナップ
iPad Air
月額 1,500 円(税込 1,620 円)
iPad mini Retina
月額 1,300 円(税込 1,404 円)
iPad mini
月額 1,000 円(税込 1,080 円)
補償サービス
月額 400 円(税込

内容
・9.7 インチの Retina ディスプレイ
・A7 チップ
・超高速ワイヤレス通信
・7.9 インチの Retina ディスプレイ
・A7 チップ
・超高速ワイヤレス接続
・初めてのタブレットに最適
・7.9 インチのディスプレイ
・A5 チップ
iPad が故障した場合 5,000 円（税込 5,400 円）で良品と交換できる安心サービス

432 円)

みるプラス
みるプラス ラインナップ
①
基本利用料+
基本利用料
月額 1,200 円（税込 1,296 円）
（内訳：基本利用料 267 円／見放題パックプ
ライム 933 円）

②
見放題パック
見放題パック ジャンルパック
月額 900 円～（税込 972 円）～
③
単品レンタル
単品レンタル

内容
約 5,500 本の作品が見放題になるお得なパックです。
海外サッカー・ゴルフ・サイクルロードレースなど LIVE コンテンツも
提供いたします。
※2015 年 3 月までの期間限定で基本利用料を含む月額 980 円(税込 1,058 円)で提供い
たします。（内訳：基本利用料 47 円／見放題パックプライム 933 円）

好きなジャンルだけが見放題となるパックです。

人気作・話題作を見たい作品だけ購入することができます。

1 番組あたり 100 円(税込 108 円)～

④
見逃し
見逃し番組

多チャンネル放送で見逃した一部の番組を VOD で「好きなとき」に視聴できる
サービスです。

多チャンネルサービス利用者は無料視聴可能

⑤
無料コンテンツ
無料コンテンツ

趣味や教養、地域情報を無料でご覧いただけます。

※②～⑤は①へのご加入が必要となります。
※「iPad レンタル」と「milplus(みるプラス)」両サービスのご利用者様は利用料を割引します。
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メディアスネットワーク株式会社の
株式会社の概要 http://www.medias.co.jp/
本社
：愛知県東海市
設立
：1996 年(平成８年)
サービスエリア：愛知県知多半島北部３市１町
(東海市・大府市・知多市・東浦町)
約 136,000 世帯
事業内容
：ケーブルテレビ、インターネット、ケーブルプラス電話(IP 電話)サービス
コミュニティ FM 放送「メディアスエフエム」
知多半島情報サイト「ちたまるナビ」運営
フリーペーパー「ちたまるスタイル」の発行
ペット用品通販サイト「29Q ランド」の運営
この記事
この記事の
記事の詳細については
詳細については、
については、以下にお
以下にお問
にお問い合わせください。
わせください。
知多メディアスネットワーク株式会社 営業部 江口
フリーコール：0120-23-7707(平日 9：00～18：00) MAIL：eigyoubu@medias.co.jp
「milplus（
（みるプラス
みるプラス）」
プラス）」の
）」の詳細については
詳細については、
については、次のサイトに
サイトにアクセスしてください
アクセスしてください。
してください。
http://front.milplus.jp/

≪参考≫ 会社概要
■ 株式会社コミュニティネットワークセンター
（１）事業内容
グループ会社の事業活動の経営管理、デジタル放送の再配信、電気通信事業
（２）所在地
愛知県名古屋市東区東桜一丁目３番１０号
（３）代表取締役社長
大石菊弘
（４）資本金
２億９，３０８万円
（５）主な株主及び出資比率（普通株式）
株式会社シーテック
１９．８％
トヨタ自動車株式会社
９．４％
KDDI 株式会社
８．５％
中部電力株式会社
４．６％
（６）グループ会社

ケーブルテレビ
工事

株式会社キャッチネットワーク

愛知県刈谷市、安城市、高浜市、知立市、碧南市、
西尾市

中部ケーブルネットワーク株式会社

愛知県春日井市、小牧市、名古屋市緑区、豊明市、
日進市、東郷町、犬山市、扶桑町、豊川市
岐阜県各務原市、美濃加茂市、川辺町、白川町、
八百津町、養老町、本巣市
三重県朝日町、川越町、桑名市多度町

ひまわりネットワーク株式会社

愛知県豊田市、みよし市、長久手市

おりべネットワーク株式会社

岐阜県多治見市、土岐市、瑞浪市

株式会社ケーブルテレビ可児

岐阜県可児市、可児郡御嵩町

シーシーエヌ株式会社

岐阜県岐阜市、羽島市、関市、美濃市、瑞穂市、
各務原市川島、山県市、下呂市、本巣郡北方町、
羽島郡笠松町、岐南町、郡上市

三河湾ネットワーク株式会社

愛知県蒲郡市、幸田町

スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社

愛知県名古屋市（守山区、緑区除く）、北名古屋市、
豊山町、江南市、岩倉市、
清須市（旧西枇杷島町・旧春日町のみ）

グリーンシティケーブルテレビ株式会社

愛知県名古屋市守山区、尾張旭市、瀬戸市

ケーブルテレビサービス株式会社

－

（７）グループでの事業規模（平成２６年３月末現在）
対象世帯数
２，７００千世帯
以下余白

