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特徴 注意点
サービス内容によっては設備改修が
不要。（詳しくはケーブルテレビ事業者まで）

⽉額利⽤料が発⽣。8Kのセットトッ
プボックスは未発売。
（2021.4末時点）

⼤規模な改修⼯事が不要。
希望世帯から順次4K8K導⼊可能。
ランニングコストが低い。

導⼊するには、ケーブルテレビの
サービスを利⽤していない等の条件
あり。

専⽤の光回線が引き込まれていれば、
⽐較的安価に4K8K導⼊可能。

⽉額利⽤料が発⽣。

全世帯へ4K8K導⼊可能。
ランニングコストが低い。

導⼊コストは⾼いが、助成⾦を活⽤
できる場合がある。

専⽤の光回線が引き込まれていれば、
⽐較的安価に4K導⼊可能。

⽉額利⽤料が発⽣。視聴できるチャ
ンネルが４Ｋ放送の⼀部に限られる。

希望世帯から順次4K8K導⼊可能。
ランニングコストが低い。

光送信機の仕様により対応できる
世帯数が限られる。

集合住宅での４Ｋ８Ｋ視聴⽅法

棟内設備の改修

ケーブルテレビの
サービスを利⽤
周波数変換装置

の導⼊
スカパー︕

テレビ視聴サービスを利⽤

プラスチック光ファイバー
（ＰＯＦシステム）の導⼊

＜導⼊選択肢＞

ひかりTV
視聴サービスを利⽤

五⼗⾳順

①
②
③
④
⑤
⑥

４Ｋ８Ｋをすぐに視聴する場合は、ベランダで個別受信する⽅法もあります。
（詳しくは1３ページ）
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ケーブルテレビ事業者によっては
左旋(８Ｋ含む）を提供していな
い場合があったり、マンションに
よっては棟内設備の改修が必要な
場合があります。

ケーブルテレビのサービスを利⽤
ケーブルテレビに加⼊しているマンションで新４Ｋ８Ｋ衛星放送を視聴するには以下のパターンがある。
詳しくはご加⼊のケーブルテレビ事業者まで。

ケーブルテレビ
加⼊マンション

パターンＡは、
棟内設備の改修が不要。

パターンＢは、
棟内設備の改修が必要
な場合あり。

現在ＢＳ放送を専⽤機器で視聴している 現在ＢＳ放送を市販のテレビのみで
視聴している

＋専⽤機器
（STB） 市販の２Ｋテレビ 市販の２Ｋテレビ

＋専⽤機器
（４Ｋ対応ＳＴＢ）

CATV事業者から専⽤機器(STB)を
レンタルして視聴可能

市販の４Ｋ内蔵テレビ
または８Ｋ内蔵テレビ

市販の４Ｋ８Ｋ内蔵テレビで
視聴可能

市販の4K8K対応テレビ
または4K8K内蔵テレビ

８Ｋ対応ＳＴＢは、
まだ市販されていません

＜パターンＡ＞ 全世帯

右旋 左旋の⼀部＋

⼀部世帯または

＜対象世帯＞

＜受信チャンネル＞

＜パターンＢ＞

新４Ｋ８Ｋ衛星放送を視聴するには︖

（ケーブルテレビ局が電波の形式を
変換して流す⽅式）

（放送電波をそのままの形式で流す⽅式）

ケーブルテレビ事業者によって異なる。
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■特徴
・以下の条件を両⽅満たすマンションであれば、
共⽤部⼯事のみで既存設備をそのまま利⽤できる。
（条件1）マンションがケーブルテレビを利⽤していない
（条件2）マンション内のブースタがCATV帯域に対応※1

・⼊居者は4K8Kテレビに専⽤アダプターを追加するだけ
で、全ての新4K8K衛星放送を視聴できる。

・ランニングコストが不要。

■施⼯内容
・ＢＳ共同アンテナを右左旋対応アンテナへ交換。
・共⽤部に周波数変換装置（ダウンコンバータ）を追加。
・専有部に周波数変換装置（アップコンバータ）を追加※2

※1 CATV未対応であってもCATV対応ブースタへ交換することにより対応可能
※2 専有部の機器を⼊居者⾃⾝で設置する場合は⼯事代不要

周波数変換装置の導⼊

既存の設備を
そのまま利⽤

共⽤部

専有部

4K8K

4K8K

周波数変換装置
（ダウンコンバータ）

周波数変換装置
（アップコンバータ）

全世帯

右旋 左旋＋

⼀部世帯または

＜対象世帯＞

＜受信チャンネル＞
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〇建物名 （仮称）Ａマンション
〇所在地 東京都多摩市
〇竣⼯年 １９８０年３⽉
〇総⼾数 １４０⼾

１．建物概要 ２．⼯事内容
（１）BS･110度CSアンテナを4K8K対応アンテナへ交換

【専有部】周波数変換装置を追加
（4K､8Kテレビ１台につき１台）

【共⽤部】周波数変換装置を追加
（マンション１棟につき１台）

全世帯 右旋 左旋＋⼀部世帯または

＜対象世帯＞ ＜受信チャンネル＞

（２）周波数変換装置（共⽤部・専有部）の追加

周波数変換装置の導⼊事例
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■特徴
・NTTの光ファイバーを利⽤した地上波・BS・新4K8K
衛星放送・スカパー︕等を配信するサービス。

・光再送信サービスの提供エリア内であれば、共⽤部に
光回線終端装置(V-ONU)を設置するだけで既存設備を
そのまま利⽤可能※1

・⼊居者は専⽤アダプターを追加するだけで、新4K8K
衛星放送の全てのチャンネルを視聴できる。

■施⼯内容
・マンションに光回線を引込み※2、共⽤部にV-ONUを設置。
・専有部に新4K8K衛星放送⽤「専⽤アダプター」を追加。
※1 建物内機器設備には条件があります
※2 マンションに引き込まれている光ファイバーが利⽤できる場合は

新たな引込⼯事が不要

映像受信拠点 光ファイバー収容局

棟内設備は
改修不要

専有部

4K8K

V‐ONU

共⽤部

（共同アンテナ不要）

スカパー︕テレビ視聴サービスを利⽤

光対応
新4K8K
衛星放送⽤
アダプター

スカパー︕テレビ視聴サービスについては、
専⽤HP参照（https://mansion4k8k.com）

全世帯

右旋 左旋＋

⼀部世帯または

＜対象世帯＞

＜受信チャンネル＞
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注）東北のサービスエリア等については
スカパーJ-SATまでお問合せください



スカパー︕テレビ視聴サービスを利⽤

〇建物名 （仮称）Ｂマンション
〇所在地 千葉県千葉市
〇竣⼯年 ２００７年
〇総⼾数 ３９０⼾

１．建物概要 ２．⼯事内容
（１）共⽤部ＭＤＦに光回線終端装置（V-ONU)設置、

TV共聴設備の改修⼯事はなし（ブースタ
の調整作業のみでアンテナ交換、その他機器の
交換も不要）※

（２）専有部に専⽤アダプターを追加
（4K､8Kテレビ１台につき１台）

全世帯 右旋 左旋＋⼀部世帯または

＜対象世帯＞ ＜受信チャンネル＞

※補⾜
マンションに引き込まれている光ファイバ
が利⽤できる場合は新たな引込⼯事が不要
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■特徴
・棟内設備を全て3.2GHz対応機器へ交換するため、
他の⽅式より費⽤はかかるが、全⼾に新4K8K衛星
放送を送ることができる（助成⾦の活⽤も可能な場合あり）

・将来チャンネルが増加しても対応可能
・ランニングコストは電気代程度と安価。

■施⼯内容
・BS共同アンテナを右左旋対応アンテナへ交換。
・4K8K対応ブースタの追加。（追加不要な場合あり）
・以下の棟内設備を3.2GHz対応機器へ全て交換

- ブースタ
- 分配器、分岐器
- 壁⾯端⼦

集合住宅の棟内設備の改修

3224MHz対応
ブースタの追加・交換

3224MHz対応
分配器への交換

3224MHz対応
壁⾯端⼦への交換

右左旋対応
アンテナへの交換

全世帯 右旋 左旋＋
＜対象世帯＞ ＜受信チャンネル＞

（施⼯内容はあくまで⼀例です）
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１．建物概要

右旋 左旋＋全世帯
＜対象世帯＞ ＜受信チャンネル＞

〇建物名 （仮称）Ｃマンション
〇所在地 東京都世⽥⾕区
〇竣⼯年 2010年4⽉
〇総⼾数 1,033⼾

この事例では、電波漏洩対策助成⾦を
活⽤し、⼯事費⽤の５割程度を圧縮。

（２）共⽤部のブースタ、分配器を全て4K8K対応機器へ交換

（３）専有部の壁⾯端⼦等を4K8K対応機器へ交換

集合住宅の棟内設備の改修事例
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２．⼯事内容
（１）BS･110度CSアンテナを4K8K対応アンテナへ交換



ひかりＴＶ視聴サービスを利⽤

※⼀部利⽤できない回線あり。詳しくはホームページをご覧ください。
（“ひかりTV 4K”などで検索してください）

棟内設備は
基本改修不要

■特徴
・ひかりTVに対応したNTT東⻄の光回線（Bフレッツ等）が
引き込まれ、フレッツ光ネクスト等※を利⽤していれば、
新たな⼯事が不要。

・視聴希望世帯は４Ｋ８Ｋ対応テレビに、
「ひかりTV対応チューナ（BS4K対応）」を接続する
だけで4K右旋のみ視聴可能。

■施⼯内容
（NTT東⻄の対応光回線が引き込まれている場合）
・共⽤部の専⽤機器から視聴希望世帯の終端装置まで
新規配線

・専有部にひかりTV対応チューナ（BS4K対応）を追加。

専有部

4K8K
対応テレビ

ひかりTV対応
チューナ

（BS4K対応）

ケーブルを
新規配線

共⽤部

専用機器

全世帯

右旋のみ

⼀部世帯または

＜対象世帯＞

＜受信チャンネル＞

終端装置等
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プラスチック光ファイバ（ＰＯＦシステム）導⼊

■特徴
・プラスチック光ファイバを使った新しい導⼊⽅式。
・既存設備はそのままで、希望世帯から順次導⼊可能。
・ランニングコストが不要。
・光送信機の仕様により対応できる世帯数が限られる
（例えば８出⼒型の光送信機を使⽤する時は８⼾まで対応可能）

■施⼯内容
・ＢＳ共同アンテナを右左旋対応アンテナへ交換。
・共⽤部にPOF⽤光送信機（8出⼒型）を１台追加。
・希望世帯毎にPOF⽤光受信機（内蔵型壁⾯端⼦）
を設置。

・POF⽤光送信機から希望世帯まで、プラスチック
光ファイバを新規配線。

POF⽤
光送信機

POF⽤
光受信機

POFケーブルを
新規配線

棟内設備は
改修不要

共⽤部

専有部

4K8K

4K8K

イメージ図

右旋 左旋＋⼀部世帯
＜対象世帯＞ ＜受信チャンネル＞

分配
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１．建物概要 ２．⼯事内容
（１）BS･110度CSアンテナを4K8K対応アンテナへ交換

右旋 左旋＋⼀部世帯
＜対象世帯＞ ＜受信チャンネル＞

〇建物名 （仮称）Ｄマンション
〇所在地 東京都稲城市
〇竣⼯年 2006年3⽉
〇総⼾数 30⼾

（２）共⽤部にPOF⽤光送信機（８出⼒型）を設置

（３）専有部の壁⾯端⼦を壁⾯テレビ端⼦型POF受信機へ交換

壁⾯テレビ端⼦型
POF⽤光受信機

【事前】壁⾯端⼦

【事後】壁⾯端⼦ 12

プラスチック光ファイバ（ＰＯＦシステム）導⼊事例



＜ベランダ受信のイメージ＞

4K8K

■特徴
 南や⻄向きのベランダに、右左旋対応アンテナを設置し、
宅内の４Ｋや８Ｋテレビまで同軸ケーブルを配線する。

■注意点
 分譲マンションの管理規約や建物の構造等によって、
ベランダに右左旋対応アンテナを設置できない場合がある。

 ベランダにパラボラアンテナ置くことで受信が可能になる
場合もある。

BS

棟内設備が改修さ
れるまでの暫定措
置とするケースも。

「ベランダで個別受信」する⽅法もあります。

右旋 左旋＋⼀部世帯
＜対象世帯＞ ＜受信チャンネル＞

＜参考＞ ４Ｋ８Ｋをすぐに視聴したい⽅は…

・・

• 賃貸マンションの場合でも、事前に
家主や管理会社へ確認する必要あり。

＜ベランダ受信事例＞
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＜４Ｋ８Ｋコールセンター＞
0570-048-001 ナビダイヤル
（平⽇ ９時〜１７時。⼟⽇祝⽇はお休み）

＜電波漏洩対策コールセンター＞
0570-048-068 ナビダイヤル
（平⽇ ９時〜１７時。⼟⽇祝⽇はお休み）

まずはご相談ください。
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