
【別紙８】

「ＦＬＥＴ’Ｓ バッチリお得キャンペーン」の適用等について

○「フレッツ 光ネクスト」につきましても、現在実施している「 FLET’S  バッチリお得キャンペーン」等
を適用します。（申込受付期間：平成２０年３月３１日（月）～平成２０年５月３１日（土））

（１）「 FLET’S  バッチリお得キャンペーン フレッツ 光ネクスト ２ヵ月無料、ＷＥＢ申込限定４ヵ月無料」 の実施

申込受付期間中に、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」を新規にお申し

込みいただいたお客様を対象に、月額利用料等の各利用料をご利用開始日から２ヵ月間無料、ＷＥＢ※8-1から新

規にお申し込みいただいたお客様限定で４ヵ月無料とする「ＦＬＥＴ’Ｓ バッチリお得キャンペーン」を実施します。

※8-1 対象となるＷＥＢサイト：フレッツ公式ホームページ（http://flets.com）またはweb116.jp（http://web116.jp）からの申込分を対象。

①無料適用期間および申込受付期間、適用対象

無料適用期間 申込受付期間 適用対象※8-2

フレッツ 光ネクスト

ファミリータイプ

申込受付期間中に

新規にお申し込みいただき、

平成２０年８月３１日（日）

までに開通したお客様ご利用開始日から

２ヵ月間

ＷＥＢ申込の場合：４ヵ月間

平成２０年３月３１日（月)

～

平成２０年５月３１日（土）

フレッツ 光ネクスト

マンションタイプ

申込受付期間中に

新規にお申し込みいただき、

平成２０年１１月３０日（日）

までに開通したお客様

※8-2 「Ｂフレッツ」または「フレッツ 光ネクスト」月額無料キャンペーンの適用を一度受けたお客様については本キャンペーンの対象とはなりません。

②無料対象となる利用料

「フレッツ 光ネクスト」に関する「月額利用料」「回線終端装置利用料」「屋内配線利用料（加算料含む）」
「機器利用料（VDSL装置のみ）」の各利用料



（２）「 FLET’S  バッチリお得キャンペーン フレッツ ・ウイルスクリアｖ６ 最大４ヵ月無料」の実施

申込受付期間中に、「フレッツ・ウイルスクリアｖ６」を新規にお申し込みいただいたお客様を対象に、ご利用開
始日から最大４ヵ月間の月額利用料を無料とする「ＦＬＥＴ’Ｓ バッチリお得キャンペーン フレッツ・ウイルスク
リアｖ６最大４ヵ月無料」を実施します。

①無料適用期間および申込受付期間、適用対象

無料適用期間 申込受付期間 適用対象
※8-3

フレッツ 光ネクストとセット

で申し込みの場合

ご利用開始日から
４ヵ月間

ウイルスクリアｖ６のみの
申し込みの場合

ご利用開始日から
２ヵ月間

平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）

フレッツ・ウイルス

クリアｖ６

申込受付期間中に

新規にお申し込みいただき、

平成２０年１１月３０日（日）

までに開通したお客様

※8-3 「フレッツ・ウイルスクリアｖ６」無料キャンペーンの適用を一度受けたお客様については本キャンペーンの対象とはなりません。

②無料対象となる利用料等

400円

（税込：420円）

無料対象となる利用料金（月額）※8-4

フレッツ・ウイルスクリアｖ６基本契約

※8-4 「フレッツ・ウイルスクリアｖ６」の追加契約（月額料金：150円（税込：157.5円）については、基本契約と同時の申込であっても適用対象外
となります。

（３）「 FLET’S  バッチリお得キャンペーン フレッツ リモートサポートサービス ２ヵ月無料」の適用

申込受付期間中に、「リモートサポートサービス」を新規にお申し込みいただいたお客様を対象に、ご利用開
始日から２ヵ月間の月額利用料を無料とする「ＦＬＥＴ’Ｓ バッチリお得キャンペーン リモートサポートサービス
２ヵ月無料」の対象サービスに、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」を追加します。

①無料適用期間および申込受付期間、適用対象

ご利用開始日から

２ヵ月間

無料適用期間

平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）

申込受付期間

申込受付期間中に

新規にお申し込みいただき、

平成２０年１１月３０日（日）

までに開通したお客様

リモートサポートサービス

適用対象
※8-5

※8-5 「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」をご利用開始後に「リモートサポートサービス」無料キャンペー
ンの適用を一度受けたお客様については本キャンペーンの対象とはなりません。

②無料対象となる利用料等

500円

（税込：525円）

無料対象となる利用料金（月額）※8-6

「リモートサポートサービス」月額利用料

※8-6 「オンラインパソコン教室」の利用料（１,８００円（税込：１,８９０円）/回）については、適用対象外となります。



（４） 「フレッツ 光ネクスト」新規申し込み時に適用となる工事費について

申込受付期間中に、「フレッツ 光ネクスト」を新規にお申し込みいただいたお客様に適用となる工事費を以

下の通りとします。

①申込受付期間および適用対象

申込受付期間※8-7 適用対象

フレッツ 光ネクスト

ファミリータイプ

申込受付期間中に新規にお申し込みいただき、

平成２０年８月３１日（日）までに開通したお客様平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）フレッツ 光ネクスト

マンションタイプ

申込受付期間中に新規にお申し込みいただき、

平成２０年１１月３０日（日）までに開通したお客様

②適用工事費

申込受付期間中の新規申込工事費
※8-7 ～ ※8-10

適用タイプ

平日／
土日・祝日

無料
（税込：０円）

フレッツ 光ネクスト
・ファミリータイプ
・マンションタイプ

※8-7 平成２０年６月以降にお申し込みいただいた場合の工事費については別途お知らせします。
※8-8 VDSL装置以外の機器工事費や基本工事費加算額等の追加工事費については、所定の工事費が加算されます。
※8-9 別途契約料800円（税込：840円）が必要です。
※8-10 一般的な工事の場合であり、工事の内容によっては無料とならない場合があります。

（５） 「フレッツ 光ネクスト」移転申込時に適用となる工事費について

申込受付期間中に、「フレッツ 光ネクスト」の移転をお申し込みいただいたお客様に適用となる工事費を以

下の通りとします。

①申込受付期間および適用対象

平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）

申込受付期間※8-11

申込受付期間中に新規にお申し込みいただき、

平成２０年８月３１日（日）までに開通したお客様

フレッツ 光ネクスト

ファミリータイプ

申込受付期間中に新規にお申し込みいただき、

平成２０年１１月３０日（日）までに開通したお客様

フレッツ 光ネクスト

マンションタイプ

適用対象

②適用工事費

申込受付期間中の新規申込工事費
※8-11 ～ ※8-13

適用タイプ

平日／
土日・祝日

無料
（税込：0円）

フレッツ 光ネクスト
・ファミリータイプ
・マンションタイプ

※8-11 平成２０年６月以降にお申し込みいただいた場合の工事費については別途お知らせします。
※8-12 VDSL装置以外の機器工事費や基本工事費加算額等の追加工事費については、所定の工事費が加算されます。
※8-13 一般的な工事の場合であり、工事の内容によっては無料とならない場合があります。



（６） 「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」への品目変更に係るキャンペーン等について

＜１＞月額利用料等の３ヵ月無料キャンペーンについて

申込受付期間中に、「Ｂフレッツ ニューファミリータイプ、ファミリータイプ」から「フレッツ 光ネクスト ファミリー
タイプ」へ品目変更をお申し込みいただいたお客様を対象に、月額利用料等の各利用料について品目変更完
了月の翌月から３ヵ月間を無料とします。

①無料適用期間および申込受付期間、適用対象

無料適用期間 申込受付期間 適用対象

平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）

品目変更完了月の翌月から

３ヵ月間

申込受付期間中に、

「Ｂフレッツ ニューファミリータイプ、

ファミリータイプ」から

「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」

へ品目変更をお申し込みいただき、平成２０年８月３１
日（日）までに工事が完了したお客様

②無料対象となる利用料（一般的な適用例）

「フレッツ 光ネクスト」に関する「月額利用料」「回線終端装置利用料」「屋内配線利用料（加算料含む）」の
各利用料となります。

＜２＞「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」への品目変更に適用される工事費について

申込受付期間中に、「Ｂフレッツ ニューファミリータイプ、ファミリータイプ」から「フレッツ 光ネクスト ファミリータ
イプ」へ品目変更をお申し込みいただいたお客様に適用となる工事費を以下の通りとします。

①申込受付期間、適用対象および適用工事費（一般的な適用例）

申込受付期間
※8-14

適用対象
申込受付期間中の

品目変更工事費
※8-15

平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）

申込受付期間中に、

「Ｂフレッツ ニューファミリータイプ、 ファミリー
タイプ」から

「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」

へ品目変更をお申し込みいただき、平成２０年８
月３１日（日）までに工事が完了したお客様

5,550円
（税込：5,827.5円）

※8-14 平成２０年６月以降にお申し込みいただいた場合の工事費については別途お知らせします。
※8-15 一般的な工事の例であり、工事の内容によって工事費が異なる場合があります。また、追加工事等の費用につきましては、所定の工事

費が加算されます。



（７） 「ひかり電話」に適用となる工事費について

申込受付期間中に、「フレッツ 光ネクスト」でご利用いただく「ひかり電話」について、新規または移転のお申し

込みをされたお客様に適用となる機器工事費等を以下の通りとします。

①申込受付期間及び適用対象

申込受付期間※8-16 適用対象※8-17

フレッツ 光ネクスト

ファミリータイプ

をご利用の場合

申込受付期間中に新規または移転のお申し込みいただき、

平成２０年８月３１日（日）までに開通したお客様平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）フレッツ 光ネクスト

マンションタイプ

をご利用の場合

申込受付期間中に新規または移転のお申し込みいただき、

平成２０年１１月３０日（日）までに開通したお客様

※8-16 平成２０年６月以降にお申し込みいただいた場合の工事費については別途お知らせします。
※8-17 「ひかり電話オフィスタイプ」は無料の適用対象外となります。

②適用工事費

区分 単位 申込受付期間中の新規申込工事費

交換機等工事費※8-18 １利用回線ごと
無料

（税込：０円）

機器工事費※8-19 １機器ごと

平日／
土日・祝日

無料
（税込：０円）

※8-18 ＮＴＴ東日本の所内設備に係る工事費です。
※8-19 ひかり電話対応機器（ルータ）の設置、ルータ機能設定（インターネット接続設定含む）、電話機の接続および接続試験に係る工事費です。


