
2019年5月24日 

フレッツ光新規申込時等の割引の実施について 

 フレッツ光の新規申込時等における各種割引を2019年6月1日（土）より実施します。 

   1. 各種割引内容 

   （1）「ギガ推し！割引」 
  「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ」、「フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ」 
  新規申込時の月額利用料30ヵ月間割引 

 

   （2）「フレッツ 光ライト もっとライトに！割引」 
    「フレッツ 光ライト ファミリータイプ」新規申込時、以下①・②いずれかの割引を適用 
     ①初期工事費割引 
     ②月額利用料24ヵ月間割引 
 
   （3）「工事費割引」 

      フレッツ光に係わる各種工事費について、以下のとおり割引きします。 

①移転申込時の移転工事費割引 
②タイプ変更申込時の工事費割引 
 

      （4）「フレッツ・ＡＤＳＬ」、「フレッツ・ＩＳＤＮ」、「ＩＮＳネット６４」、「ＩＮＳネット６４・ライト」、
「ＩＮＳネット１５００」、「『フレッツ光』初期工事費を無料とすることに合意した当社以外の事業
者さまが提供するＡＤＳＬサービス」または 「『フレッツ光』初期工事費を無料とすることに合意した
事業者さまが提供するＣＡＴＶインターネット接続サービス」より「フレッツ光」へ移行する場合の工
事費等の無料 

 
         各割引内容の詳細については「【別紙】各種割引内容の詳細について」をご覧ください。 
 

  2. 申込受付期間 

2019年6月1日（土）～2019年9月30日（月） 

 
 

 
 
 
   

 

 



  （１）「ギガ推し！割引」 

   対象サービスを新規にお申し込みいただいたお客さまを対象に、月額利用料を30ヵ月間割引きします。 
 

対象サービス 割引内容（税抜） 申込受付期間 適用対象 

フレッツ 光ネクスト 
 ギガファミリー・スマートタイプ 

月額利用料 
300円/月割引 

（30ヵ月間割引） 2019年 
6月1日（土） 

～ 
2019年 

9月30日（月） 

「にねん割」とセットで新規にお
申し込みいただき、2020年 
3月31日（火）までに開通し
たお客さま 

フレッツ 光ネクスト 
 ギガマンション・スマートタイプ 

月額利用料 
200円/月割引 

（30ヵ月間割引） 

* 過去にＮＴＴ東日本の割引・キャンペーンなどの対象となったお客さまは、適用対象外となる場合があります。 

* 申込期間は延長されることがあります。 

* ギガファミリー・スマートタイプの割引は2014年10月から、ギガマンション・スマートタイプの割引は2014年12月から継続して実施しています。 

【別紙】各種割引内容の詳細について 

 

* 上記は当社工事担当者がお客さま宅内で工事を実施する際の代表的な工事費です。ひかり電話等、オプションサービスをご利用になる
場合など、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。（お客さま宅内の配線設備等を再利用する場合、またはお客
さまご自身で回線終端装置等を設置する場合の工事費は0円となります。）また、別途契約料800円（税抜）が必要です。 

* 「フレッツ・ＡＤＳＬ」、「フレッツ・ＩＳＤＮ」、「ＩＮＳネット６４」、「ＩＮＳネット６４・ライト」、「ＩＮＳネット１５００」、「『フレッツ
光』初期工事費を無料とすることに合意した当社以外の事業者さまが提供するＡＤＳＬサービス」または「『フレッツ光』初期工事費を無
料とすることに合意した事業者さまが提供するＣＡＴＶインターネット接続サービス」からの移行にともなう「フレッツ光」の初期工事費など
の割引の適用を受けたお客さまは、対象外となります。詳細はNTT東日本公式ホームページ
（https://flets.com/2018hikariikou/）をご確認下さい。 

* 過去にＮＴＴ東日本の割引・キャンペーンなどの対象となったお客さまは、適用対象外となる場合があります。 

* 申込期間は延長されることがあります。本割引のうち、初期工事費割引については2018年2月、月額利用料割引については2013年
10月より継続して実施しております。 

 （２） 「フレッツ 光ライト もっとライトに！割引」 

  対象サービスを新規にお申し込みいただいたお客さまを対象に、①初期工事費を割引き、または②月額利用料
を24ヵ月間割引きします。 

対象サービス 割引内容（税抜） 申込受付期間 適用対象 

フレッツ 光ライト 
  ファミリータイプ 

以下①・②いずれかを適用 
2019年 

6月1日（土） 
～ 

2019年 
9月30日（月） 

新規にお申し込みいただ
き、2020年3月31日（
火）までに開通したお客
さま 

①初期工事費割引 
通常：18,000円⇒割引後：9,000円 

②月額利用料割引 
500円/月割引（24ヵ月間割引） 

https://flets.com/2018hikariikou/
https://flets.com/2018hikariikou/
https://flets.com/2018hikariikou/


 （３）「工事費割引」 

  フレッツ光に係わる各種工事費について、以下のとおり割引きします。 

◆移転申込時の移転工事費割引 

移転先でご利用のサービス 
工事費（税抜） 

申込受付期間 適用対象 
割引後 ［参考］割引前 

フレッツ 光ネクスト 
  ギガファミリー・スマートタイプ 
   ファミリー・ギガラインタイプ 
    ファミリー・ハイスピードタイプ 
    ファミリータイプ 

フレッツ 光ライトプラス 

フレッツ 光ライト 
    ファミリータイプ 

9,000円 18,000円 

2019年 
6月1日（土） 

～ 
2019年 

9月30日（月） 

2020年3月
31日（火）ま
でに開通したお
客さま フレッツ 光ネクスト 

  ギガマンション・スマートタイプ 
  マンション・ギガラインタイプ    
   マンション・ハイスピードタイプ   
   マンションタイプ 

フレッツ 光ライト 
  マンションタイプ 

7,500円 15,000円 

* 上記は当社工事担当者がお客さま宅内で工事を実施する際の代表的な工事費です。ひかり電話等、オプションサービスをご利用になる場合
など、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。（お客さま宅内の配線設備等を再利用する場合は、割引後工事費
6,500円（税抜）となります。お客さま宅内の配線設備等を再利用し、お客さまご自身で回線終端装置等を設置する場合の工事費は
2,000円（税抜）となります。） 

* 移転前にご利用のサービスが上記を除くその他の品目の場合、移転工事費割引は適用されません。 

* 移転工事費は一括払いと分割払いからお選びいただけます (お支払い総額は同額です)。分割払いの場合、割引後工事費を30回に分けて
毎月お支払いいただきます。 

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。 

* 申込期間は延長されることがあります。本割引は2015年4月から継続して実施しております。 



◆タイプ変更申込時の工事費割引 

変更前のサービス 変更後のサービス 割引後工事費 申込受付期間 適用対象 

フレッツ 光ネクスト 
  ギガファミリー・スマートタイプ 
   ファミリー・ギガラインタイプ 
    ファミリー・ハイスピードタイプ 
    ファミリータイプ 

フレッツ 光ライトプラス 

Bフレッツ ニューファミリータイプ 

 フレッツ 光ライト 
     ファミリータイプ 

無料 
（一回限り） 

2019年 
6月1日（土） 

～ 
2019年 

9月30日（月） 

2020年 
3月31日（火）
までに開通した 
お客さま フレッツ 光ネクスト 

  ギガマンション・スマートタイプ 
  マンション・ギガラインタイプ    
   マンション・ハイスピードタイプ   
   マンションタイプ 

 フレッツ 光ライト 
   マンションタイプ 

無料 
（一回限り） 

* 上記の工事費は代表的な工事費です。ひかり電話等、オプションサービスをご利用になる場合など、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。 

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。 

* 申込期間は延長されることがあります。本割引は2011年6月から継続して実施しております。 



（４）「フレッツ・ＡＤＳＬ」、「フレッツ・ＩＳＤＮ」、「ＩＮＳネット６４」、「ＩＮＳネット６４・ライト」、「Ｉ

ＮＳネット１５００」、「『フレッツ光』初期工事費を無料とすることに合意した当社以外の事業者さまが

提供するＡＤＳＬサービス」または「『フレッツ光』初期工事費を無料とすることに合意した事業者さまが

提供するＣＡＴＶインターネット接続サービス」※1より「フレッツ光」へ移行する場合の工事費等の無料 

対象サービス 初期工事費（税抜）※3※4 申込受付期間 適用対象 

フレッツ 光ネクスト 
 ファミリータイプ 
 ファミリー・ハイスピードタイプ 
 ギガファミリー・スマートタイプ 
 ファミリー・ギガラインタイプ 
 ビジネスタイプ 
 プライオ１０ 
 プライオ１ 
フレッツ 光ライト※2 

 ファミリータイプ 
フレッツ 光ライトプラス 

「フレッツ光」初期工事費 
18,000円⇒0円 2019年 

6月1日（土） 
～ 

2019年 
9月30日（月） 

「フレッツ・ＡＤＳＬ」
をご利用中で、申込
受付期間中に対象サ
ービスを新規にお申し
込みいただき、2020
年9月30日（水）ま
でに開通したお客さま 

フレッツ 光ネクスト 
 マンションタイプ 
 マンション・ハイスピードタイプ 
 ギガマンション・スマートタイプ 
 マンション・ギガラインタイプ 

「フレッツ光」初期工事費 
15,000円⇒0円 

《「フレッツ・ＡＤＳＬ」をご利用中のお客さま》 

1.「フレッツ光」初期工事費について 

※2 「フレッツ 光ライト もっとライトに！割引」との併用はできません。「フレッツ光初期工事費およびセットアップサービスの無料」または「フレッツ 光 
   ライト もっとライトに！割引」のいずれかのみを適用いたします。 

※3 「基本工事費」、「交換機等工事費」、「回線終端装置工事費」、「機器工事費（VDSL装置）」が対象となります。 

   工事費については一般的な工事の場合であり、工事の内容によっては所定の工事費が加算されます。 

※4 別途契約料800円（税抜）が必要です。 

 

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2017年12月から継続して実施しております。 

* 「フレッツ・ＡＤＳＬ」と対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。 

* 「フレッツ・ＡＤＳＬ」1回線につき、対象サービス1回線の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただきます。 

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。 

* 本割引の適用には、「フレッツ・ＡＤＳＬ」の解約が必要です。 
なお、当社で解約が確認できない際は、当該の工事費相当額を請求する場合がございます。 

 

※1 割引対象の他社ＡＤＳＬサービス・他社ＣＡＴＶサービスはホームページ（https://flets.com/2018hikariikou/tasha.html）を 

   ご参照下さい。 



対象サービス 無料で実施する内容 申込受付期間 適用対象 

フレッツ 光ネクスト 
 ファミリータイプ 
 ファミリー・ハイスピードタイプ 
 ギガファミリー・スマートタイプ 
 ファミリー・ギガラインタイプ 
 ビジネスタイプ 
 プライオ１０ 
 プライオ１ 
フレッツ 光ライト※5 

 ファミリータイプ 
フレッツ 光ライトプラス 

インターネット接続および無
線設定※6 

2019年 
6月1日（土） 

～ 
2019年 

9月30日（月） 

「フレッツ・ＡＤＳ
Ｌ」をご利用中で、
申込受付期間中
に対象サービスを新
規にお申し込みい
ただき、2020年9
月30日（水）ま
でに開通したお客さ
ま フレッツ 光ネクスト 

 マンションタイプ 
 マンション・ハイスピードタイプ 
 ギガマンション・スマートタイプ 
 マンション・ギガラインタイプ 

※5 「フレッツ 光ライト もっとライトに！割引」との併用はできません。「フレッツ光初期工事費およびセットアップサービスの無料」または「フレッツ 光 
   ライト もっとライトに！割引」のいずれかのみを適用いたします。 

※6 無線設定については親機1台、子機（Wi-Fi端末、無線ＬＡＮカード）2台までとなります。 

 

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2017年12月から継続して実施しております。 

* 「フレッツ・ＡＤＳＬ」と対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。 

* 「フレッツ・ＡＤＳＬ」1回線につき、対象サービス1回線の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただきます。 

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。 

* 対象サービスの回線開通工事と同時にセットアップを行います。 

* 本割引の適用には、「フレッツ・ＡＤＳＬ」の解約が必要です。 
なお、当社で解約が確認できない際は、当該の工事費相当額を請求する場合がございます。 

2.セットアップサービスについて 



対象サービス 対象となる 
ひかり電話品目 

無料とする初期 
工事費（税抜）※8 

申込受付
期間 

適用対象 

フレッツ 光ネクスト 
 ファミリータイプ 
 ファミリー・ハイスピードタイプ 
 ギガファミリー・スマートタイプ 
 ファミリー・ギガラインタイプ 
 ビジネスタイプ 
 プライオ１０ 
 プライオ１ 
フレッツ 光ライト※7 

 ファミリータイプ 
フレッツ 光ライトプラス 

ひかり電話 
ひかり電話オフィスタ
イプ 
ひかり電話オフィスＡ 

対象となる 
ひかり電話品目の 
交換機等工事費 
（基本機能） 

 
1,000円⇒0円 

2019年 
6月1日 
（土） 
～ 

2019年 
9月30日 
（月） 

「フレッツ・ＡＤＳＬ
」をご利用中で、申
込受付期間中に対
象となるひかり電話
品目を対象サービス
と同時に新規お申し
込みいただき、対象
サービスと同日工事
で2020年9月30
日（水）までに開
通したお客さま 

フレッツ 光ネクスト 
 マンションタイプ 
 マンション・ハイスピードタイプ 
 ギガマンション・スマートタイプ 
 マンション・ギガラインタイプ 

※7 「フレッツ 光ライト もっとライトに！割引」との併用はできません。「フレッツ光初期工事費およびセットアップサービスの無料」または「フレッツ 光 

   ライト もっとライトに！割引」のいずれかのみを適用いたします。 

※8  「フレッツ光初期工事費およびセットアップサービスの無料」のいずれも適用ではない場合には、「ひかり電話交換機等工事費の無料」は 
   適用されません。なお、機器工事費や同番移行および特定番号通知機能等の交換機等工事費等、工事の内容によっては所定の工事 
   費が加算されます。 

 

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2018年10月から継続して実施しております。 

* 「フレッツ・ＡＤＳＬ」と対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。 

* 「フレッツ・ＡＤＳＬ」1回線につき、対象となるひかり電話品目に１回の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただき
ます。 

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。 

* 本割引の適用には、「フレッツ・ＡＤＳＬ」の解約が必要です。 
なお、当社で解約が確認できない際は、当該の工事費相当額を請求する場合がございます。 

3. 「ひかり電話」初期工事費について 



対象サービス 初期工事費（税抜）
※10※11 申込受付期間 適用対象 

フレッツ 光ネクスト 
 ファミリータイプ 
 ファミリー・ハイスピードタイプ 
 ギガファミリー・スマートタイプ 
 ファミリー・ギガラインタイプ 
 ビジネスタイプ 
 プライオ１０ 
 プライオ１ 
フレッツ 光ライト※9 

 ファミリータイプ 
フレッツ 光ライトプラス 

「フレッツ光」初期工事費 
18,000円⇒0円 2019年 

6月1日（土） 
～ 

2019年 
9月30日（月） 

「フレッツ・ＩＳＤＮ」
をご利用中で、申込
受付期間中に対象サ
ービスを新規にお申し
込みいただき、2020
年9月30日（水）ま
でに開通したお客さま 

フレッツ 光ネクスト 
 マンションタイプ 
 マンション・ハイスピードタイプ 
 ギガマンション・スマートタイプ 
 マンション・ギガラインタイプ 

「フレッツ光」初期工事費 
15,000円⇒0円 

《「フレッツ・ＩＳＤＮ」をご利用中のお客さま》 

1. 「フレッツ光」初期工事費について 

※9 「フレッツ 光ライト もっとライトに！割引」との併用はできません。「フレッツ光初期工事費およびセットアップサービスの無料」または「フレッツ 光 
   ライト もっとライトに！割引」のいずれかのみを適用いたします。 

※10 「基本工事費」、「交換機等工事費」、「回線終端装置工事費」、「機器工事費（VDSL装置）」が対象となります。 

   工事費については一般的な工事の場合であり、工事の内容によっては所定の工事費が加算されます。 

※11 別途契約料800円（税抜）が必要です。 

 

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2017年12月から継続して実施しております。 

* 「フレッツ・ＩＳＤＮ」と対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。 

* 「フレッツ・ＩＳＤＮ」1回線につき、対象サービス1回線の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただきます。 

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。 

* 本割引の適用には、「フレッツ・ＩＳＤＮ」の解約が必要です。 
なお、当社で解約が確認できない際は、当該の工事費相当額を請求する場合がございます。 



対象サービス 無料で実施する内容 申込受付期間 適用対象 

フレッツ 光ネクスト 
 ファミリータイプ 
 ファミリー・ハイスピードタイプ 
 ギガファミリー・スマートタイプ 
 ファミリー・ギガラインタイプ 
 ビジネスタイプ 
 プライオ１０ 
 プライオ１ 
フレッツ 光ライト※12 

 ファミリータイプ 
フレッツ 光ライトプラス 

インターネット接続および無
線設定※13 

2019年 
6月1日（土） 

～ 
2019年 

9月30日（月） 

「フレッツ・ＩＳＤ
Ｎ」をご利用中で、
申込受付期間中
に対象サービスを新
規にお申し込みい
ただき、2020年9
月30日（水）ま
でに開通したお客さ
ま フレッツ 光ネクスト 

 マンションタイプ 
 マンション・ハイスピードタイプ 
 ギガマンション・スマートタイプ 
 マンション・ギガラインタイプ 

※12 「フレッツ 光ライト もっとライトに！割引」との併用はできません。「フレッツ光初期工事費およびセットアップサービスの無料」または「フレッツ    

    光ライト もっとライトに！割引」のいずれかのみを適用いたします。 

※13 無線設定については親機1台、子機（Wi-Fi端末、無線ＬＡＮカード）2台までとなります。 

 

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2017年12月から継続して実施しております。 

* 「フレッツ・ＩＳＤＮ」と対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。 

* 「フレッツ・ＩＳＤＮ」 1回線につき、対象サービス1回線の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただきます。 

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。 

* 対象サービスの回線開通工事と同時にセットアップを行います。 

* 本割引の適用には、「フレッツ・ＩＳＤＮ」の解約が必要です。 
なお、当社で解約が確認できない際は、当該の工事費相当額を請求する場合がございます。 

2.セットアップサービスについて 



対象サービス 対象となる 
ひかり電話品目 

無料とする初期 
工事費（税抜）※15 

申込受付
期間 

適用対象 

フレッツ 光ネクスト 
 ファミリータイプ 
 ファミリー・ハイスピードタイプ 
 ギガファミリー・スマートタイプ 
 ファミリー・ギガラインタイプ 
 ビジネスタイプ 
 プライオ１０ 
 プライオ１ 
フレッツ 光ライト※14 

 ファミリータイプ 
フレッツ 光ライトプラス 

ひかり電話 
ひかり電話オフィスタ
イプ 
ひかり電話オフィスＡ 

対象となる 
ひかり電話品目の 
交換機等工事費 
（基本機能） 

 
1,000円⇒0円 

2019年 
6月1日 
（土） 
～ 

2019年 
9月30日 
（月） 

「フレッツ・ＩＳＤＮ
」をご利用中で、申
込受付期間中に対
象となるひかり電話
品目を対象サービス
と同時に新規お申し
込みいただき、対象
サービスと同日工事
で2020年9月30
日（水）までに開
通したお客さま 

フレッツ 光ネクスト 
 マンションタイプ 
 マンション・ハイスピードタイプ 
 ギガマンション・スマートタイプ 
 マンション・ギガラインタイプ 

※14 「フレッツ 光ライト もっとライトに！割引」との併用はできません。「フレッツ光初期工事費およびセットアップサービスの無料」または「フレッツ     

    光ライト もっとライトに！割引」のいずれかのみを適用いたします。 

※15  「フレッツ光初期工事費およびセットアップサービスの無料」のいずれも適用ではない場合には、「ひかり電話交換機等工事費の無料」は 

    適用されません。なお、機器工事費や同番移行および特定番号通知機能等の交換機等工事費等、工事の内容によっては所定の工事 
    費が加算されます。 

 

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2018年10月から継続して実施しております。  

* 「フレッツ・ＩＳＤＮ」と対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。 

* 「フレッツ・ＩＳＤＮ」1回線につき、対象となるひかり電話品目に１回の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただき
ます。 

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。 

* 本割引の適用には、「フレッツ・ＩＳＤＮ」の解約が必要です。 
なお、当社で解約が確認できない際は、当該の工事費相当額を請求する場合がございます。 

 

3. 「ひかり電話」初期工事費について 



対象サービス 初期工事費（税抜）
※17※18 申込受付期間 適用対象 

フレッツ 光ネクスト 
 ファミリータイプ 
 ファミリー・ハイスピードタイプ 
 ギガファミリー・スマートタイプ 
 ファミリー・ギガラインタイプ 
 ビジネスタイプ 
 プライオ１０ 
 プライオ１ 
フレッツ 光ライト※16 

 ファミリータイプ 
フレッツ 光ライトプラス 

「フレッツ光」初期工事費 
18,000円⇒0円 2019年 

6月1日（土） 
～ 

2019年 
9月30日（月） 

「ＩＮＳネット６４」、
「ＩＮＳネット６４・
ライト」、「ＩＮＳネッ
ト１５００」をご利用
中で、申込受付期間
中に対象サービスを新
規にお申し込みいただ
き、2020年9月30
日（水）までに開通
したお客さま 

フレッツ 光ネクスト 
 マンションタイプ 
 マンション・ハイスピードタイプ 
 ギガマンション・スマートタイプ 
 マンション・ギガラインタイプ 

「フレッツ光」初期工事費 
15,000円⇒0円 

《「ＩＮＳネット６４」、「ＩＮＳネット６４・ライト」、「ＩＮＳネット１５００」をご利用中のお客さま》 

1. 「フレッツ光」初期工事費について 

※16 「フレッツ 光ライト もっとライトに！割引」との併用はできません。「初期工事費無料」または「フレッツ 光ライトもっとライトに！割引」のいず  

   れかのみを適用いたします。 

※17 「基本工事費」、「交換機等工事費」、「回線終端装置工事費」、「機器工事費（VDSL装置）」が対象となります。 

   工事費については一般的な工事の場合であり、工事の内容によっては所定の工事費が加算されます。 

※18 別途契約料800円（税抜）が必要です。 

 

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2018年10月から継続して実施しております。  

* 「ＩＮＳネット６４」または「ＩＮＳネット６４・ライト」、「ＩＮＳネット１５００」と対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されま
せん。 

* 「ＩＮＳネット６４」または「ＩＮＳネット６４・ライト」、「ＩＮＳネット１５００」１回線につき、対象サービス1回線の適用となります。また、
工事回数については1回のみとさせていただきます。 

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。 

* 本割引の適用には、「ＩＮＳネット６４」または「ＩＮＳネット６４・ライト」、「ＩＮＳネット１５００」の休止あるいは解約が必要です。 

   なお、当社で休止・解約が確認できない際は、当該の工事費相当額を請求する場合がございます。 



対象サービス 初期工事費（税抜）
※21※22 申込受付期間 適用対象 

フレッツ 光ネクスト 
 ファミリータイプ 
 ファミリー・ハイスピードタイプ 
 ギガファミリー・スマートタイプ 
 ファミリー・ギガラインタイプ 
 ビジネスタイプ 
 プライオ１０ 
 プライオ１ 
フレッツ 光ライト※20 

 ファミリータイプ 
フレッツ 光ライトプラス 

「フレッツ光」初期工事費 
18,000円⇒0円 2019年 

6月1日（土） 
～ 

2019年 
9月30日（月） 

合意した当社以外の
事業者さまが提供す
るＡＤＳＬサービスを
ご利用中で、申込受
付期間中に対象サー
ビスを新規にお申し込
みいただき、2020年
3月31日（火）まで
に開通したお客さま フレッツ 光ネクスト 

 マンションタイプ 
 マンション・ハイスピードタイプ 
 ギガマンション・スマートタイプ 
 マンション・ギガラインタイプ 

「フレッツ光」初期工事費 
15,000円⇒0円 

《「フレッツ光」初期工事費を無料とすることに合意した当社以外の事業者さまが提供するＡＤＳＬサービス
※19をご利用中のお客さま》 

1. 「フレッツ光」初期工事費について 

※19 割引対象の他社ＡＤＳＬサービスはホームページ（https://flets.com/2018hikariikou/tasha.html）をご参照下さい。 

※20 「フレッツ 光ライト もっとライトに！割引」との併用はできません。「フレッツ光初期工事費無料」または「フレッツ 光ライト もっとライトに！ 
    割引」のいずれかのみを適用いたします。 

※21 「基本工事費」、「交換機等工事費」、「回線終端装置工事費」、「機器工事費（VDSL装置）」が対象となります。 

   工事費については一般的な工事の場合であり、工事の内容によっては所定の工事費が加算されます。 

※22 別途契約料800円（税抜）が必要です。 

 

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2017年12月から継続して実施しております。 

* 合意した当社以外の事業者さまが提供するＡＤＳＬサービスと対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。 

* ＡＤＳＬサービス1回線につき、対象サービス1回線の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただきます。 

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。 

https://flets.com/2018hikariikou/tasha.html


対象サービス 対象となる 
ひかり電話品目 

無料とする初期 
工事費（税抜）※24 

申込受付
期間 

適用対象 

フレッツ 光ネクスト 
 ファミリータイプ 
 ファミリー・ハイスピードタイプ 
 ギガファミリー・スマートタイプ 
 ファミリー・ギガラインタイプ 
 ビジネスタイプ 
 プライオ１０ 
 プライオ１ 
フレッツ 光ライト※23 

 ファミリータイプ 
フレッツ 光ライトプラス 

ひかり電話 
ひかり電話オフィスタ
イプ 
ひかり電話オフィスＡ 

対象となる 
ひかり電話品目の 
交換機等工事費 
（基本機能） 

 
1,000円⇒0円 

2019年 
6月1日 
（土） 
～ 

2019年 
9月30日 
（月） 

合意した当社以外
の事業者さまが提
供するＡＤＳＬサ
ービスをご利用中で
、申込受付期間中
に対象となるひかり
電話品目を対象サ
ービスと同時に新規
お申し込みいただき
、対象サービスと同
日工事で2020年 
3月31日（火）ま
でに開通したお客さ
ま フレッツ 光ネクスト 

 マンションタイプ 
 マンション・ハイスピードタイプ 
 ギガマンション・スマートタイプ 
 マンション・ギガラインタイプ 

※23  「フレッツ 光ライト もっとライトに！割引」との併用はできません。「フレッツ光初期工事費無料」または「フレッツ 光ライト もっとライトに！ 
     割引」のいずれかのみを適用いたします。 

※24   「フレッツ光初期工事費無料」が適用ではない場合には、「ひかり電話交換機等工事費の無料」は適用されません。なお、機器工事費 
     や同番移行および特定番号通知機能等の交換機等工事費等、工事の内容によっては所定の工事費が加算されます。 

 

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2018年10月から継続して実施しております。  

* 合意した当社以外の事業者さまが提供するＡＤＳＬサービスと対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。 

* ＡＤＳＬサービス1回線につき、対象となるひかり電話品目に１回の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただきます。 

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。 

2. 「ひかり電話」初期工事費について 



対象サービス 初期工事費（税抜）
※27※28 申込受付期間 適用対象 

フレッツ 光ネクスト 
 ファミリータイプ 
 ファミリー・ハイスピードタイプ 
 ギガファミリー・スマートタイプ 
 ファミリー・ギガラインタイプ 
 ビジネスタイプ 
 プライオ１０ 
 プライオ１ 
フレッツ 光ライト※26 

 ファミリータイプ 
フレッツ 光ライトプラス 

「フレッツ光」初期工事費 
18,000円⇒0円 2019年 

6月1日（土） 
～ 

2019年 
9月30日（月） 

合意した事業者さま
が提供するＣＡＴＶ
インターネット接続サー
ビスをご利用中で、申
込受付期間中に対
象サービスを新規にお
申し込みいただき、
2020年3月31日（
火）までに開通したお
客さま 

フレッツ 光ネクスト 
 マンションタイプ 
 マンション・ハイスピードタイプ 
 ギガマンション・スマートタイプ 
 マンション・ギガラインタイプ 

「フレッツ光」初期工事費 
15,000円⇒0円 

《「『フレッツ光』初期工事費を無料とすることに合意した事業者さまが提供するＣＡＴＶインターネット接続サ
ービス」※25をご利用中のお客さま》 

 

1. 「フレッツ光」初期工事費について 

※25 割引対象の他社ＣＡＴＶサービスはホームページ（https://flets.com/2018hikariikou/tasha.html）に順次、追記させて 
    いただきます。  

※26 「フレッツ 光ライト もっとライトに！割引」との併用はできません。「フレッツ光初期工事費無料」または「フレッツ 光ライト もっとライトに！ 
    割引」のいずれかのみを適用いたします。 

※27 「基本工事費」、「交換機等工事費」、「回線終端装置工事費」、「機器工事費（VDSL装置）」が対象となります。 

   工事費については一般的な工事の場合であり、工事の内容によっては所定の工事費が加算されます。 

※28 別途契約料800円（税抜）が必要です。 

 

* 申込受付期間は延長されることがあります。本割引は2018年10月から継続して実施しております。  

* 合意した事業者さまが提供するＣＡＴＶインターネット接続サービスと対象サービスのご契約者が異なる場合には適用されません。 

* 他社ＣＡＴＶサービス1回線につき、対象サービス1回線の適用となります。また、工事回数については1回のみとさせていただきます。 

* 学校向け特別料金プラン等一部対象外がございます。 

https://flets.com/2018hikariikou/tasha.html

