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　消費税率の引き上げに伴い、平成２６年４月１日以降ご
利用分から、ＮＴＴ東日本料金に加算される消費税相当額
が、５％から８％になります。

８％の消費税の適用時期は以下のとおりです。

［別表］ご利用期間と消費税相当額

消費税相当額等の変更のお知らせ

＊1 フレッツ・サービス、加入電話、ＩＮＳ６４等の回線使用料、各種オプションサー
ビスの月額基本料はここに含まれます。

＊2 フレッツ光の初期工事費のお支払い方法を分割払いとされている場合にお
いては、工事実施時点の税率を乗じた工事料金の総額を分割してご請求さ
せていただきます。

＊3 実費保守料金もここに含まれます。定額保守も含めた保守サービスの詳細
については、下記の弊社ホームページを参照ください。
http://web116.jp/ced/support/aftercare/index_biz.html

＊4 お取り付け工事が伴うものについては工事日、商品配送のみのものについ
ては受付日を受渡日として税率を適用します。

＊5 フレッツサービスご利用の場合は、お支払期限が異なる場合があります。
＊6 平成２６年４月１日以降に新たに開通した場合は、８％の消費税の適用と
なります。

回線使用料等の基本料金＊1

ダイヤル通話料　番号案内料等
電報料 平成２６年４月１日受付分から

※硬貨収納等送出機能（ピンク電話）を利用している場合の１０円あたりの通話時間
も上記に準じます。

料金内訳名 ８％の消費税相当額の適用時期

●消費税相当額の内容変更

契約料 平成２６年４月１日承諾分から
施設設置負担金・工事料＊2＊3 平成２６年４月１日工事分から
お買い上げ商品代金＊4 平成２６年４月１日受渡分から
解約金 平成２６年４月１日解約分から

お支払期限＊5 ５月２０日 ５月26日
5月分

6月2日 6月5日
消費税率 5％＊6 8％

ご利用料金の
計算期間

３月２１日

～

４月20日

３月２6日

～

４月２5日

4月1日

～

４月30日

4月6日

～

5月5日

距離区分
平日

午前8時～午後7時
午後7時～午後11時

（土・日・祝の昼間を含む）午後11時～午前8時

8.5秒 14.5秒 16秒100km～160km

12秒 16秒 17.5秒60km～80km

57.5秒 77.5秒区域内

8秒 12秒 13.5秒160km超

時間帯 昼間 夜間 深夜・早朝

40.5秒 53秒隣接～20km

27秒 36.5秒20km～30km
22秒 27秒30km～40km
16.5秒 20.5秒40km～60km

10.5秒 16秒 17.5秒80km～100km

ご利用期間の初日が
平成２６年４月１日以降と
なるものから（下表のとおり）

　平成２６年４月１日以降、１０円で通話できる秒数が、以下の
とおりとなります。

消費税率変更後の公衆電話のダイヤル通話料

ご請求額のお知らせ欄
●請求書等の表示例

http://web116.jp/ced/support/aftercare/index_biz.html


「0Ｉ20-ＩＩ6000」
http://web116.jp/ホームページ「WebII6.jp」においても、NTT東日本の各種商品、

サービスの注文受付や最新情報の提供を行っています。

電話に関する
お問い合わせ・
お申し込み

携帯電話・
PHSからは

営業時間：午前9時から午後5時まで
土日・祝日も営業（年末年始を除きます）

本件に関するお問い合わせ先
営業時間：午前9時から午後5時まで（土日・祝日および年末年始を除きます）

H13-00095

ＮＴＴ東日本のサービスの契約約款はこちらをご覧ください。　 http://www.ntt-east.co.jp/tariff/
なお、郵送をご希望のお客さまは、「116」へお問い合わせください。

「0Ｉ20-0Ｉ9000」お客さま相談センターNTT東日本に関する
ご意見・ご要望

営業時間：午前9時から午後5時まで
（土日・祝日および年末年始を除きます）

お引越しが決まったら

ハローページ企業名編がインターネットからも
ご覧いただけるようになります

※お引越しのシーズンには移転のお申し込みが集中し、大変な混雑が予想されま
すので、お早めにお申し込みください。（約1ヶ月前からお申し込みいただけます）

・本サービスはNTT東日本・NTT西日本が提供しております。 ・情報料は無料で
す。ただし、通信料・プロバイダー利用料は利用者負担です。 ・パソコン・ブラウ
ザーなどの環境・設定により、正常に表示や動作がされない場合があります。

「0Ｉ20-ＩＩ6000」携帯電話・
PHSからは

営業時間 ： 午前9時から午後5時まで  土日・祝日も営業（年末年始を除きます）
電 話

詳しくは右記
ホームページを
ご覧ください

タウンページライブラリー
[タウンページ・ハローページ企業名編のWeb閲覧]

http://www.denwacho.ne.jp/

「0Ｉ20-ＩＩ6ＩＩ6」
営業時間 ： 午前9時から午後5時まで  土日・祝日も営業（年末年始を除きます）
フレッツ光

「電話に関するお問い合わせ・お申し込み」http://web116.jp/
「フレッツサービスに関する
　　　　　　お問い合わせ・お申し込み」

インターネットからのお申し込みも可能です

平成26年3月に東京23区エリアおよび長野県中南信エリアで
発行するハローページ企業名編より、電話帳の紙面をインター
ネットでもご覧いただけるようになります。ご覧いただけるエリ
アについては、順次拡大してまいります。

http://flets.com/

「0Ｉ20-506309」タウンページセンタ

http://web116.jp/
http://flets.com/
http://www.denwacho.ne.jp/
http://web116.jp/
http://www.ntt-east.co.jp/tariff/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


