
 
 
 
 
 
 

平成 21 年 7 月 15 日 
 
 

「光LINK
リ ン ク

」シリーズ リビング PC「光BOX
ボ ッ ク ス

」の販売開始について 
～ご家庭のテレビを利用して「簡単・便利」なブロードバンドライフを提供～ 

 
 
 

 
■NTT 東日本は、インターネットを利用していない方々にも、ご家庭のテレビやモニタを利用して「フレッツ

光」※1 等を利用してブロードバンドライフをお楽しみいただける、「簡単・便利」な「光 LINK」シリーズ第 2
弾リビング PC「光 BOX」を平成 21 年 7 月 16 日（木）より提供します。※2 

■また、初心者の方に安心してお求めいただけるよう「光 BOX」と「プロバイダパック（フレッツ光、プロバイ

ダサービス）」※3、「リモートサポートサービス」※4、「機器設定」をパッケージ化した「光 BOX＆フレッツ光お

てがるスタートパック」をご提供します。 
 

 
※1  「フレッツ 光ネクスト」、「B フレッツ」の総称です。ご利用にはご契約が必要です（別途契約料、工事費、月額利用料がかかります）。 
※2  インターネット接続には、プロバイダとのご契約が必要です（別途月額利用料等がかかります）。 
※3  プロバイダパックとはフレッツ光（回線）とプロバイダサービスのご契約をセットにしたサービスパックです。本パッケージに限り、一部のプロ

バイダパックには対応しておりませんので詳しくは NTT 東日本にお問合せください。 
※4  「リモートサポートサービス」は「フレッツ光」をご利用いただくための設定をはじめ、各種ネットワーク対応機器の設定方法・利用方法、ブラ

ウザやメールソフト等のソフトウェアの操作方法、メールや映像配信サービス等の、インターネット上で広く利用されている各種サービスの

概要・利用方法等に関するお問合せに幅広くワンストップで対応いたします（リモートサポートサービスのご利用にはフレッツ光の契約が必

要です。また、別途月額利用料がかかります）。 
 

1．概要 
リビング PC｢光 BOX｣ 

外観 

※5 ※5 

カラー ホワイト ブラック 

販売価格 49,800 円（税込 52,290 円） 

販売開始日 平成 21 年 7 月 16 日（木） 
販売地域 NTT 東日本エリア※6 

※5 モニタについては付属しておりませんのでお客さまでご用意いただきます。テレビやモニタの機種により、接続もしくは正しく動作（映像・音

声出力）できない場合があります。接続および接続方法については、テレビやモニタの取扱説明書をご覧いただくか、各テレビメーカー等

へお問い合わせください。 
※6 NTT 東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。 

 
 
2．提供に至った背景 



 
  日本のインターネットユーザ人口は、約 9,000 万人に達しておりますが、世代別にみると、13 歳～40 歳代

と比較し、50 歳代以上のインターネット利用率※7 が低くなっています。 
このような状況に対し、ＮＴＴ東日本では、これまでインターネットを利用されていない方々にも、ご家庭のテ

レビを利用して、簡単にインターネットを始めていただけるよう、「簡単・便利」なリビングＰＣ「光 BOX」を提供

します。 
※7 総務省発表の平成 20 年「通信利用動向調査」（平成 21 年 4 月 7 日発表、調査時期：平成 21 年 1 月）による。 

 
 
3．「光 BOX」の主な特長 
 
（1）オリジナルの情報アクセスツールを同梱 

 
オリジナルの情報アクセスツール（以下、「光おてがるナビ」※8）を同梱しており、インストールすると電

源を入れるだけで「光おてがるナビ」が起動し※9、「天気」「交通情報」「ニュース」「グルメ」等、日常に役立

つ情報を保有するサイトに簡単・便利にアクセスできます。また、電源の OFF 操作も「光おてがるナビ」画

面からワンタッチで行えます。 
※8 インターネットのサイト情報を呼び出すためのソフトウェアです。「光おてがるナビ」の閲覧には、インターネット接続環境が必要です。 

※9 最初のご利用の際はソフトウェアのインストールが必要です。 

 

（2）簡単セットアップ、簡単接続 
 
初めての方にも簡単に「フレッツ光」へ接続いただくため、TV 等のモニタ画面上に接続方法のナビゲー

ションを表示するツールや、テレビと簡単に接続するための「HDMI ケーブル」※10 を同梱しております。 

※10 映像信号（音声信号含む）をデジタルのまま伝送できるケーブルです。 

 
（3）簡単操作 

 
オプションの「光 BOX ワイヤレスコントローラ」※11 を利用することで、「光おてがるナビ」の画面上から

の文字入力※12等ができ、PC のマウスやキーボードの操作に抵抗のある方でもリモコン感覚でインターネ

ットをお楽しみいただくことが可能です。 
※11 家電リモコンのように直感的な操作でパソコン画面上のアイコン等を選択、決定できる無線技術を用いた入力補助装置です。  

        オプションの「光 BOX ワイヤレスコントローラ」はパッケージには含まれておりません。販売価格：13,300 円（税込 13,965 円）でご購入 

       いただけます。 
※12 マウスによる文字入力も可能です。  

  

  
 

          
                    光 BOX ワイヤレスコントローラ（ホワイト／ブラック）  
 
（4）その他オプション機器 

 
オプションの「光 BOX DVD ドライブ」※13 を利用することで、データのバックアップやオリジナル DVD

の作成、DVD ビデオの鑑賞もお楽しみいただくことができます。 
※13 オプションの「光BOX DVDドライブはパッケージには含まれておりません。販売価格:11,000円（税込 11,550円）で、ご購入いただけます。 

 
 
4．「光 BOX＆フレッツ光おてがるスタートパック」概要 

 



これまでインターネットをご利用されていない方々にも、ご家庭のテレビを利用して、気軽にインターネット
に親しんでいただけるよう、セットアップからサポートまでをワンストップで提供するパッケージです。 

本パッケージをお申し込みいただくと、初心者の方でも簡単にインターネットを始めることができます。ま
た、各種機器の設定・利用方法、ブラウザ等のソフトウェアの操作方法等に関するお問い合わせに幅広く対
応いたしますので安心してインターネットをご利用いただくことができます。 

 

パッケージ名 光 BOX＆フレッツ光おてがるスタートパック 

パッケージ内容 

・光 BOX 
・機器設定 
・プロバイダパック（フレッツ光、プロバイダサービス） 
・リモートサポートサービス 

初期費用 

・ 機器代金＋機器設定費用※14： 
49,800 円（税込 52,290 円） 

・ 契約料 ：800 円(税込 840 円) 
・ 初期工事費※15 ： 無料 

◇戸建てにお住まいのお客さま 
6,200 円～（税込 6,510 円～） 

〔内訳〕プロバイダパック 5,700 円～（税込 5,985 円～） 
    リモートサポートサービス 500 円（税込 525 円） 

パッケージ料金 

月額利用料 
◇マンションにお住まいのお客さま 
   3,850 円～（税込 4,043 円～） 

〔内訳〕プロバイダパック 3,350 円～（税込 3,518 円～）
※16

 

      リモートサポートサービス 500 円（税込 525 円）  
※14 「光 BOX」を有線で接続する場合です。無線設定をご希望の場合は別途費用がかかります。 
※15 平成 21 年 6 月１日（月）～平成 21 年 9 月 30 日（水）までにフレッツ光を新規にお申し込みされた方で、平成 21 年 12 月 31 日（木）まで（マ

ンションタイプ、「ひかり電話ビジネスタイプ」対応は平成 22 年 3 月 31 日（水）まで）にご利用を開始されたお客さまが対象となります。初期

工事費無料は適用条件として、最低利用期間（12 ヵ月）を設定しております。お客さまのご都合により、最低利用期間内に解約された場合、

工事費無料適用額の一部金額として 10,500 円（税込）をお支払いいただきます（フレッツ光提供エリア外へ移転された場合[NTT 西日本エ

リアへの移転等を含む]等においては対象外となります）。なお、初期工事費無料の対象外となりますが、最低利用期間の設定がないプラ

ンもございます。詳しくはＮＴＴ東日本までお問合せください。過去に NTT 東日本の無料キャンペーンの対象になったお客さまは、 初期工

事費無料の適用対象外となる場合があります。学校向け特別料金プランは初期工事費無料の適用対象外となります。工事の内容によっ

ては別途工事費が発生する場合があります。 
※16 VDSL 方式 プラン２の場合の料金です。料金には、VDSL 機器利用料を含みます。 

 

5．お客さまからのお申し込み、お問い合わせ先  

 
【電話によるお申し込み、お問い合わせ先】 

0120-116116※17※18 
※17 携帯・PHS からもご利用いただけます。 

※18 受付時間：午前 9 時～午後 9 時 （年末年始を除きます。） 

【インターネットによるお申し込み※19】 
 NTT 東日本 Web116.jp（http://web116.jp/） 

※19 光 BOX 単品のお申し込みは可能ですが、光 BOX＆フレッツ光おてがるスタートパックのお申し込みはできません。 
 

【別紙 1】商品イメージについて 
【別紙 2】「光おてがるナビ」ジャンル別概要について 
【別紙 3】「光 BOX」等の主な仕様について 
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【別紙3】

光ＢＯＸ（ホワイト／ブラック）

ASUSTek Eee BOX B206

49,800円（税込　52,290円）

Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版 Service Pack 3

インテル® AtomTM プロセッサー N270（1.6GHｚ）

1GB

－

約160GB

オプション（別売）

－

－

最大表示機能※２ 解像度 1920×1080ドット

－

－

サウンドチップ Realtek ALC662 Azalia CODEC

内蔵スピーカ －

通信機能 LAN機能 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（RJ45）

無線LAN機能 IEEE802.11b/g、IEEE802.11n（Draft2.0）

インターフェース※３ シリアルポート －

メモリースロット※４ SDメモリカード、SDHCメモリーカード、メモリースティック、メモリースティックPRO、マルチメディアカード対応

USBポート※５ USB 2.0×4（本体前面×2、本体背面×2）

キーボード/マウス USB/USB

ディスプレイ HDMI×１

オーディオ ヘッドフォン×1、マイク×1、ラインアウト（S/PDIF対応）

キーボード／マウス 88キー（ワイヤレス）／スクロール機能付光学式マウス（ワイヤレス）

レシーバドングル※６ インターフェース：USB2.0／無線周波数：2.4GHｚ／有効距離：10ｍ※７

－

－

ACアダプター（本体）、単四電池×2（キーボード）、単四電池×2（マウス）

最大約 36W

幅26.9mm×奥行き222mm×高さ178mm

約1.15kg

※２　外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※６　ワイヤレスキーボード／マウス専用です。
※７　お客様の動作環境と使用条件によって異なります。
*MS Officeはプレインストールされていません。

光ＢＯＸ ワイヤレスコントローラ（ホワイト／ブラック）

13,300円（税込　13,965円）

インターフェース USB2.0

無線周波数 2.4GHｚ

有効距離 10m※２

ボタン数 ボタン×7、MODEボタン×1

電源 単三電池×2

重さ 112ｇ

本体サイズ 幅45㎜×奥行き54㎜×高さ132㎜

本体重量（電池含む） 約0.11ｋｇ

※１　光ＢＯＸワイヤレスコントローラ専用です。
※２　お客様の動作環境と使用条件によって異なります。

光ＢＯＸ ＤＶＤドライブ（ホワイト／ブラック）

11,000円（税込　11,550円）

USB2.0

CD-R 最大２４倍速

CD-RW 最大１６倍速

DVD-R 最大８倍速

DVD-RW 最大６倍速

DVD+R 最大８倍速

DVD+RW 最大８倍速

DVD-R(2層) 最大６倍速

DVD+R(2層) 最大６倍速

DVD-RAM 最大５倍速

CD-ROM 最大２４倍速

CD-R 最大２４倍速

CD-RW 最大２４倍速

DVD-ROM 最大８倍速

DVD-R 最大８倍速

DVD-RW 最大８倍速

DVD+R 最大８倍速

DVD+RW 最大８倍速

DVD-R(2層) 最大６倍速

DVD+R(2層) 最大６倍速

DVD-RAM 最大５倍速

Windows NT/2000/XP/Vista

温度：0℃～40℃，湿度：15%～85%（結露無きこと）

本体サイズ（スタンド含まず） 幅156.4㎜×奥行き140.8㎜×高さ21㎜

本体重量（スタンド含まず） 約0.4ｋｇ

動作環境

「光ＢＯＸ ＤＶＤドライブ」の主な仕様一覧

商品名

インターフェース

データ転送速度（書込）

データ転送速度（読込）

販売価格

最大録画時間

電源

サウンド機能

対応OS

本体

「光ＢＯＸ ワイヤレスコントローラ」の主な仕様一覧

販売価格

サイズ（スタンド含まず）

※３　各種インタフェースに関しましては、そのインタフェースに対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺機器をお求めになる際には、対応
OS、使用条件について各周辺機器メーカに動作可否の確認をお願いいたします。

Felicaポート/Webカメラ

「光ＢＯＸ」の主な仕様一覧

商品名

OS※１

メーカ製品名

販売価格

CPU

メインメモリ

TVチューナ

ディスプレイ

フロッピーディスクドライブ

CD/DVDドライブ

PCカードスロット

HDD

レシーバドングル※1

重量（スタンド含まず）

上記の内容はハードウェアの仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。改良のため予告なく変更する場合があります。

※1　プレインストールOS以外はサポート対象外となります。

※４　miniSDカード、microSDカード、メモリースティックDuoの場合、別途アダプタが必要となります。それぞれのメモリーデバイスは各々同時に使用することはできませ
ん。

スピーカ

消費電力

※５　USB1.1対応の周辺機器も使用できます。USB2.0で動作するには、USB2.0対応の周辺機器が必要です。なお、ワイヤレスキーボード／マウスで1つ専有されます。

商品名
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