
サービスの概要

サービス開始年月日 2008年3月31日

　お客さま宅まで直接引き込んだ加入者光ファイバーをアクセスラインとする完全定
額制のベストエフォート型光ブロードバンドアクセスサービスです。帯域確保型アプリ
ケーションサービスが利用可能です。
　お客さま宅内の通信速度について、ギガファミリー・スマートタイプ／ギガマンション・ス
マートタイプ／ファミリー・ギガラインタイプ／マンション・ギガラインタイプ／ビジネスタイプ＊1

／プライオ１０／プライオ１は上下（データ送受信）最大概ね1Gbps＊2、ハイスピードタイ
プは下り最大200Mbps＊3、上り最大100Mbps＊3の高速・大容量通信を実現します。
また、プライオ１０は10Mbpsの帯域優先、プライオ１は1Mbpsの帯域優先が可能で
す。
　ギガファミリー・スマートタイプ／ギガマンション・スマートタイプにおいては、無線LANを
あらかじめご利用いただける状態で提供いたします（ホームゲートウェイは周波数帯が
5GHz帯におけるIEEE802.11a/n/ac対応、無線LANカードは2.4GHz帯における
IEEE802.11b/g/n対応です）。ただし、宅内無線LANのご利用を希望されないお
客さまは、その機能を利用しないことも可能です。
　NGNを介すことにより、高速インターネット（IPv4／IPv6）接続はもちろん、従来の
ひかり電話に加え、高音質電話、アナログテレビ品質相当／ハイビジョン品質相当の
テレビ電話が利用できるほか、帯域確保型アプリケーションサービスとして、「地上デジ
タル放送IP再送信事業者向けサービス」を利用した映像サービスなども利用可能と
なります。
　＊1 ビジネスタイプでは「地上デジタル放送IP再送信事業者向けサービス」のご利用はできません。
　＊2  最大概ね1Gbpsとは技術規格上の最大値です。実使用速度は、お客さまのご利用環境や回線

の混雑状況によって低下する場合があります。また、お客さまがご利用可能なトラヒックのほかに、
通信を制御するための制御トラヒックが流れており、実際に利用可能な最大通信速度は、1Gbps
を若干下回ります。

　＊3  最大200Mbpsおよび最大100Mbpsとは、お客さま宅内に設置するNTT東日本回線終端装置か
らNTT東日本設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用速
度を示すものではありません。インターネットのご利用時の速度は、お客さまのご利用環境や回線
の混雑状況などにより、低下する場合があります。なお、インターネット（IPv6 IPoE）での通信を行
う場合、ハイスピードタイプの最大通信速度は上り（データ送信）最大100Mbps、下り（データ受
信）最大概ね1Gbpsとなります。下り（データ受信）最大概ね1Gbpsについては、インターネット
（IPv6 IPoE）での通信（IPv6アドレスに対応したウェブサイトの閲覧など）に限られます。

＜接続イメージ（ギガファミリー・スマートタイプの場合）＞

インター
ネット

ISP

企業ネットワーク
など

NGN
フレッツ 光ネクスト

契約

お客さま宅 NTT東日本ビル
NTT東日本

ISPなど

ホームゲート
ウェイ

光収容ビル
装置

光ファイバー
（1Gbps） フレッツ・

VPNゲート

サービス
エッジ

光収容ビル装置：光ファイバーを終端し、お客さま側とNGN側間でデータ交換をする装置です。

網終端
装置

VPN用
網終端
装置

相互接続点
通信速度

A

B

フレッツ 光ネクスト

上下最大概ね1Gbps

　 ＊1  最大通信速度とは、お客さま宅内に設置する回線終端装置からNTT東日本設備までの間における技
術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用速度を示すものではありません。

　　　 インターネット利用時の速度は、お客さまのご利用環境、回線の混雑状況、集合住宅の場合は当該建物
の伝送方式などによって低下する場合があります（以下、同等の事を示しており、注釈を省略します）。

　 ＊2  基本セッション数とは、イーサネット上に張ることのできるPPPセッション数の最大値のことです。
　 ＊3  セッションあたりの最大通信速度であり、インターネット（IPv6 IPoE）での通信を行う場合、最大概ね

1Gbpsとなります。最大概ね1Gbpsについては、インターネット（IPv6 IPoE）での通信（IPv6アドレスに対
応したウェブサイトの閲覧など）に限られます。

　 ＊4  「フレッツ・v6オプション」相当の機能および宅内無線LANをあらかじめご利用いただける状態でご提供
いたします。

　 ＊5  「フレッツ・v6オプション」相当の機能をあらかじめご利用いただける状態でご提供いたします。
　 ＊6  「フレッツ・v6オプション」相当の機能および「24時間出張修理オプション」相当をあらかじめご利用いただ

ける状態でご提供いたします。

＜サービスタイプ＞
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光配線方式
VDSL方式
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ミニ マンションの構内環境によっ
て、光配線方式・VDSL方
式・LAN配線方式のいず
れかを提供します。
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ミニ B マンションの構内環境
によって、VDSL方式・
LAN配線方式のいず
れかを提供します。
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ビジネスタイプ 最大概ね1Gbpsの通信速度を備えた、企業
など、法人のお客さま向けのサービス

概ね1Gbps 2プライオ１０＊6
最大概ね1Gbpsの通信速度に加え10Mbps
の帯域優先が可能な企業など、法人のお客
さま向けのサービス

プライオ１＊6
最大1Gbpsのアクセス区間を複数のお客さま
で共用する1Mbpsの帯域優先が可能な企
業など、法人のお客さま向けのサービス

フレッツ 光ネクスト

フレッツ・アクセスサービス



料 金 1. 月額利用料 （税込）

　 ＊1  「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」は光配線方式で
のご提供となります。

　 ※ このほかお客さまがご利用になるサービスによってはルーターなどの設置が必要となる場合があります。
　 ※ インターネットのご利用には「フレッツ光」の契約に加えISPとの契約が必要となります（別途月額利用料

などがかかります）。
　 ※ 「にねん割」適用時の月額利用料については「にねん割」（P.442）をご参照ください。

2. 初期費用
　●契約料：880円（税込）／ 1契約ごと

サービスタイプ 金額
ファミリータイプ  5,720円ファミリー・ハイスピードタイプ
ギガファミリー・スマートタイプ  6,270円
ファミリー・ギガラインタイプ  5,940円

マンションタイプ

光配線方式
ミニ  4,235円
プラン1  3,575円
プラン2  3,135円

VDSL方式

ミニ  4,235円ミニ B
プラン1  3,575円プラン1 B
プラン2  3,135円プラン2 B

LAN配線方式

ミニ  3,850円ミニ B
プラン1  3,190円プラン1 B
プラン2  2,750円プラン2 B

マンション・ハイスピードタイプ＊1

光配線方式

ミニ  4,235円
プラン1  3,575円
プラン2  3,135円

ギガマンション・スマートタイプ＊1
ミニ  4,785円
プラン1  4,125円
プラン2  3,685円

マンション・ギガラインタイプ＊1
ミニ  4,455円
プラン1  3,795円
プラン2  3,355円

ビジネスタイプ 45,210円
プライオ１０ 45,210円
プライオ１ 22,000円

　●工事費＊1 （税込）

ISPなど

NGN

お客さま宅 NTT東日本ビル
回線
終端
装置

「24時間出張修理オプション」利用時
24時間365日いつでも保守対応します

9：00～17：00の時間内において保守対応します
24時間・365日対応

光配線盤など

企業
フレッツ・VPN ゲート
ご利用者など

光
ファイバー

［オプションサービス］24時間出張修理オプション
　「24時間出張修理オプション」は、万が一の回線トラブルにも24時間・365日保守対応する
安心のサービスです。
　通常の保守対応時間（9:00～17:00）に比べ大幅に保守対応時間が拡大されることで、
「フレッツ 光ネクスト」をより安心してご利用いただけます。
　ただし、プライオ１０、プライオ１については基本機能として、24時間365日保守対応を実現
しており、「24時間出張修理オプション」の契約は不要となります。

＜「24時間出張修理オプション」ご利用時におけるNTT東日本の保守対象範囲＞
　●回線終端装置など宅内レンタル機器
　●お客さま宅までの光ファイバー
　●NTT東日本収容ビル内装置（一部）

サービスタイプ 一括払い 分割払い＊2

ビジネスタイプ
プライオ１０
プライオ１
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

お客さま宅内の配線設
備を新設する場合

19,800円
初回3,300円

＋
687円×24回＊3

お客さま宅内の配線設
備を一部利用し、配線
ルートを変更する場合

お客さま宅内の配線設
備を再利用する場合  8,360円

初回3,300円
＋

210円×24回＊3

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
（光配線方式）
マンションタイプ（光配線方
式）

お客さま宅内の配線設
備を新設する場合

16,500円
初回3,300円

＋
550円×24回

お客さま宅内の配線設
備を一部利用し、配線
ルートを変更する場合

お客さま宅内の配線設
備を再利用する場合  8,360円

初回3,300円
＋

210円×24回＊3

マンションタイプ（VDSL方式） 16,500円 初回3,300円＋
550円×24回

マンションタイプ（LAN配線方式）  8,360円 初回3,300円＋
210円×24回＊3

＊1 2015年4月1日以降のお申し込みから、フレッツ光の工事費が変更になっております。
＊2 2021年7月1日以降のお申し込みから、分割回数が30回から24回に変更になっております。
＊3   工事費の合計（税込）が割切れない場合は、1円未満を切り捨て、最終月に端数を調整させてい
ただきます。

※ 上記は代表的な工事費です。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。
※ 移転時の工事費においても一括払いおよび分割払いが選択可能です。分割払いの場合は初回を
含めた24分割した費用を月々請求いたします。

※分割払いの途中で残額を一括払いすることも可能です。
※土日休日の工事に関しては、初期工事費に加え、3,300円の工事加算額をいただいております。
※ 夜間（午後5時～午後10時）・年末年始（12月29日～1月3日）工事は1.3倍、深夜工事（午後10時
～翌午前8時30分）は1.6倍の割増工事費をいただいております。
　 割増工事費＝［昼間の工事費－基本工事費（手続費用相当1,100円）］×1.3か1.6＋基本工事費
（手続費用相当1,100円）



そ の 他

提 供 条 件 等

ご利用上の注意
● 本サービスはベストエフォート型のため、通信速度や通信品質を保証するものではありませ
ん。
● お客さまのご利用場所およびNTT東日本設備の状況によりご利用開始までの期間は異
なります。NTT東日本の設備状況などにより、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サー
ビスをご利用いただけない場合があります。
● NTT東日本設備などのメンテナンスなどのため、サービスを一時中断する場合があります。
● 本サービスの料金計算期間は毎月1日から末日までとなっております。計算期間の途中で
の契約または契約解除のお申し込みについては、該当する利用期間の日割り計算額をお
支払いいただきます。

● 本サービスに対応するISPとの契約やLANカードなど機器類の購入が必要になります。な
お、その際の契約料・購入費用などはお客さま負担になります。
● 本サービスに対応しているISP情報は、フレッツ公式ホームページ「フレッツ 光ネクスト」
＜https://flets.com/next/index.html＞の対応ISP一覧＜https://flets.com/next/fm/
isp.html＞から確認できます。対応ISP一覧に記載がない場合、各ISPへ直接ご確認くだ
さい。

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／ビジネスタイプ／プライオ１０／プライオ１について
● 回線終端装置の設置場所は屋内に限ります。また、商用電源（AC100V）が必要となりま
す。

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（光配線方式）について
●スプリッターの設置には、屋内の設置スペースが必要となります。
● 回線終端装置は個々のお客さま宅内に設置します。また、商用電源（AC100V）が必要と
なります。

マンションタイプ（VDSL方式／LAN配線方式）について
● 回線終端装置、VDSL集合装置などの設置には、屋内もしくは屋外の設置スペースと、商
用電源（AC100V）が必要となります。
● VDSL方式をご利用の場合、お客さま宅内に設置するVDSL宅内装置には、商用電源
（AC100V）が必要となります。

● 光加入者回線などの設備の確認のために調査に伺う場合があります。設備調査の結果、
対象エリアであっても提供できない場合や、提供までに時間がかかる場合があります。

提供エリア
●サービス提供エリアの最新情報は以下のURLでご案内しております。
　＜https://flets.com/＞

ギガファミリー・スマートタイプ／ギガマンション・スマートタイプ／ファミリー・ギガラインタイ
プ／マンション・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／ビジ
ネスタイプ／マンション・ハイスピードタイプ／マンションタイプ（光配線方式）／プライオ
１０／プライオ１について
　回線終端装置は電気通信設備としてNTT東日本が設置します。回線終端装置と端末装
置間の接続はLANケーブルによる接続となります。

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／マンションタイプについて
● お客さまの集合住宅における提供可否、またその際に提供するサービスメニュー（ミニ、プ
ラン1、プラン2）については、同一の集合住宅などで見込める契約数（ミニは4以上、プラン1
は8以上、プラン2は16以上）の条件などを考慮して、NTT東日本が指定させていただきま
す。
● 集合住宅などに共用設備を設置する必要があることから、管理組合様などの承諾を得る
必要があります。また、集合住宅などへの共用設備の設置が困難な場合、提供をお断りす
る場合があります。

3. 「24時間出張修理オプション」月額利用料 （税込）

4.   その他の工事費 （税込）

24時間
出張修理
オプション

サービスタイプ 金額

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 3,300円

ビジネスタイプ 3,300円
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 2,200円

※初期費用：不要

工事種別 金額

ギガファミリー・スマートタイプ
／ギガマンション・スマートタイ
プのホームゲートウェイの設
置・設定

機器工事費（設置） 1,650円

機器工事費（設定） 1,100円

配線ルートの構築
開通工事と同日に実施 15,400円

開通工事と別日に実施 29,700円

配線保護工事 保護部材による配線保護を実施する場合 実費

構内ルート調査 構内区間の現場調査・報告書の送付を
実施する場合 14,300円

オプション 通線確認 配管などへの通線確認を実施する場合 3,300円

工事結果報告 開通工事の結果報告・開通報告書の送
付を実施する場合 6,600円

オプション 回線追加加算 １拠点４回線目以上のお申し込みの場合 1,980円

工事進捗管理 複数回線・拠点の工事に対し、工事日
調整や進捗管理を実施する場合 6,600円

オプション
回線追加加算 １拠点４回線目以上のお申し込みの場合 1,980円

工事日など変更 工事日などの変更を実施する場合 770円

お申し込み当日もしくは翌日に工事を実施する場合＊1 22,000円

＊1 ビジネスタイプ、プライオ１０は本工事を実施いたしません。

※工事時刻を指定した場合は、以下の工事費となります。 （税込）

指定時間帯
日中帯 夜間帯 深夜帯

9：00～16：00の正時 17：00～21：00の正時 22：00～翌8：00の正時
工事費 12,100円 19,800円 30,800円



● VDSL方式をご利用の場合、ガス漏れなどの自動通報および、電気、ガス、水道などの自
動検針、遠隔制御などのサービスをご利用になるには、別途配線工事などが必要となる場
合がありますので、ご契約の事業者などに必ずご連絡ください。

「24時間出張修理オプション」について
● 構内光ケーブル、またはご利用の通信機器などがお客さま保有（NTT東日本からのレンタ
ル以外）の場合、本サービスの保守の対象外となります。
● 「24時間出張修理オプション」へは、故障時にNTT東日本保守担当者がお客さまビルへ
入館する際の手続きについて事前にご確認の上、お申し込みください。保守対応時に入
館できない場合、故障修理ができない場合がございます。
　※ 特に夜間・土日の入館方法やMDF室などへの入室方法についてご確認ください。
　※ ビルなどの入室については、入室時にお客さまに立会いなどのご協力をしていただく場合があります。

● 一部のエリア（原子力災害対策本部の設定する帰還困難地区など）については、保守対
応ができない場合がございます。

● 天災など、同時多発的に故障が発生した場合や交通事情などにより、保守対応にお時間
をいただく場合があります。
● サポート時にインターネットへの接続確認など、インターネットを経由する通信が発生した場
合、フレッツ 光ライト／フレッツ 光ライトプラスの通信料の課金対象となります。
● プライオ１０／プライオ１においては、24時間365日保守対応があらかじめ利用できる状態で
提供するため、「24時間出張修理オプション」の個別契約は不可となります。
●その他詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
　＜https://business.ntt-east.co.jp/service/24hoption/＞

移転またはタイプ変更をする場合
●移転またはタイプ変更をする場合は、別途工事費がかかる場合があります。
● 変更工事中はご利用いただけません。また、一部ご利用いただけなくなるサービスや、ご利
用機器の交換や再設定などが必要となる場合があります。
●その他詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
　＜https://flets.com/next/attention.html＞

「フレッツ・v6オプション」について
● 「フレッツ 光ネクスト」ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・スマートタイプ、ファミリー・ギ
ガラインタイプ、マンション・ギガラインタイプ、プライオ１０、プライオ１においては、「フレッツ・v6オ
プション」相当の機能があらかじめご利用いただけます。



サービスの概要

料 金

サービス開始年月日

フレッツ 光ライト

2011年6月1日

　ベストエフォート型のIP通信サービス（IPv4 ／ IPv6）に加え、帯域確保型のア
プリケーションを利用可能であり、お客さまのご利用量に応じた料金でお使いいただ
ける二段階定額料金の光ブロードバンドサービスです。
　お客さま宅内の通信速度は下り最大100Mbps、上り最大100Mbps＊1の通信を
実現します。
　また、「フレッツ 光ネクスト」と同様に「24時間出張修理オプション」の利用が
可能です。
　なお、接続イメージについては、「フレッツ 光ネクスト」と同様になります。
＜サービスタイプ＞

1. 月額利用料 （税込）

＜料金イメージ＞

2. 初期費用
　●契約料：880円（税込）／ 1契約ごと
　●工事費＊1 （税込）

サービス
メニュー サービス内容 最大通信

速度
基本PPPoE
セッション数＊2

ファミリー
タイプ

最大1Gbps＊1のアクセス区間を複
数のお客さまで共用する主に戸建
て住宅向けのサービス 上下共に

100Mbps 2
マンション
タイプ

最大1Gbps＊1のアクセス区間を複
数のお客さまで共用する主に集合
住宅向けのサービス

＊1  お客さま宅内に設置するNTT東日本回線終端装置からNTT東日本収容局までのアクセス区間に
おける最大通信速度は1Gbpsとなりますが、ご利用いただくお客さまの通信速度は上下最大
100Mbpsとなります。最大1Gbps、最大100Mbpsとは技術規格上の最大値です。インターネット利
用時の速度は、お客さまのご利用環境、回線混雑状況などによって低下する場合があります。

＊2 基本セッション数…標準でご利用いただけるセッション数です。

サービスタイプ 金額 備考

月額
利用料

（基本料）

ファミリー
タイプ 3,080円

※ 利用量200MBまで利用可能
マンション
タイプ 2,200円

月額
利用料

（通信料）

ファミリー
タイプ

33円／10MB

※ 10MB未満の利用量は切り上げ
※ マンションタイプの960MB～970MBは
10MBあたり22円となります
※ ひかり電話の通話は従来どおり電話従量
での課金
※ フレッツ・テレビ視聴は利用量としての測定
対象外

マンション
タイプ

上限額
ファミリー
タイプ 6,380円

※ 月途中の変更により、合計請求額が上限
額を超えた場合は上限額を適用マンション

タイプ 4,730円

※ インターネットのご利用には「フレッツ 光ライト」の契約に加えISPとの契約が必要となります（別
途月額利用料などがかかります）。
※ ご利用の端末やソフトウェアによっては、お客さまが電子メールの送受信、ホームページの閲覧な
どを一切行わない場合であっても自動的に通信が行われ、通信料が発生する場合がありますの
でご注意ください。

サービスタイプ 一括払い 分割払い＊2

ファミリータイプ

お客さま宅内の配線設備を
新設する場合

19,800円
初回3,300円

＋
687円×24回＊3

お客さま宅内の配線設備を
一部利用し、配線ルートを変
更する場合

お客さま宅内の配線設備を
再利用する場合  8,360円

初回3,300円
＋

210円×24回＊3

マンションタイプ
（光配線方式）

お客さま宅内の配線設備を
新設する場合

16,500円
初回3,300円

＋
550円×24回

お客さま宅内の配線設備を
一部利用し、配線ルートを変
更する場合

お客さま宅内の配線設備を
再利用する場合  8,360円

初回3,300円
＋

210円×24回＊3

＊1 2015年4月1日以降のお申し込みから、フレッツ光の工事費が変更になっております。
＊2   2021年7月1日以降のお申し込みから、分割回数が30回から24回に変更になっております。
＊3   工事費の合計（税込）が割切れない場合は、1円未満を切り捨て、最終月に端数を調整させ
ていただきます。

※ 上記は代表的な工事費です。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。
※  移転時の工事費においても一括払いおよび分割払いが選択可能です。分割払いの場合は
初回を含めた24分割した費用を月々請求いたします。
※分割払いの途中で残額を一括払いすることも可能です。
※ 土休日の工事に関しては、初期工事費に加え、3,300円（税込）の工事加算額をいただいてお
ります。

200MB 490MB 620MB 820MB

1,200M

970M

1GB 利用量

月額利用料

ライト
ファミリー
3,080円（税込）

ライト
マンション
2,200円（税込）

ライトファミリー
6,380円（税込）

ファミリー
5,720円（税込）

ライト マンション
4,730円（税込）

マンション ミニ
（光配線方式／
　　　VDSL方式）
4,235円（税込）

マンション プラン1
（光配線方式／
　　　VDSL方式）
3,575円（税込）

マンション プラン2
（光配線方式／
　　　VDSL方式）
3,135円（税込）



提 供 条 件 等

そ の 他

● 光加入者回線などの設備の確認のために調査に伺う場合があります。設備調査の結果、
対象エリアであっても提供できない場合や、提供までに時間がかかる場合があります。

提供エリア
● サービス提供エリアの最新情報は以下のURLでご案内しております。
　＜https://flets.com/＞
● 回線終端装置は電気通信設備としてNTT東日本が設置します。回線終端装置と端末
間の接続はLANケーブルによる接続となります。

マンションタイプについて
● 集合住宅などに共用設備を設置する必要があることから、管理組合などの承諾を得る必
要があります。また、集合住宅などへの共用設備の設置が困難な場合、提供をお断り
する場合があります。

3. 「24時間出張修理オプション」月額利用料 （税込）

4. その他の工事費 （税込）

サービスタイプ 金額
24時間出張修理
オプション利用料

フレッツ
光ライト

ファミリータイプ 3,300円
マンションタイプ 2,200円

※初期費用：不要

工事種別 金額

配線ルートの構築
開通工事と同日に実施 15,400円

開通工事と別日に実施 29,700円

配線保護工事 保護部材による配線保護を実施する場合 実費

構内ルート調査 構内区間の現場調査・報告書の送付を実
施する場合 14,300円

オプション 通線確認 配管などへの通線確認を実施する場合 3,300円

工事結果報告 開通工事の結果報告・開通報告書の送付
を実施する場合 6,600円

オプション 回線追加加算 1拠点4回線目以上のお申し込みの場合 1,980円

工事進捗管理 複数回線・拠点の工事に対し、工事日調整
や進捗管理を実施する場合 6,600円

オプション
回線追加加算 1拠点4回線目以上のお申し込みの場合 1,980円

工事日など変更 工事日などの変更を実施する場合 770円

お申し込み当日もしくは翌日に工事を実施する場合 22,000円

※工事時刻を指定した場合は、以下の工事費となります。 （税込）

指定時間帯
日中帯 夜間帯 深夜帯

9：00～16：00の正時 17：00～21：00の正時 22：00～翌8：00の正時
工事費 12,100円 19,800円 30,800円

※ 夜間（午後5時～午後10時）・年末年始（12月29日～1月3日）工事は1.3倍、深夜工事（午後
10時～翌午前8時30分）は1.6倍の割増工事費をいただいております。
　 割増工事費＝［昼間の工事費－基本工事費（手続費用相当1,100円（税込））］×1.3か1.6
＋基本工事費［手続費用相当1,100円（税込）］

ご利用上の注意
● 本サービスはベストエフォート型のため、通信速度や通信品質を保証するものではありません。
● お客さまのご利用場所およびNTT東日本設備の状況によりご利用開始までの期間は異
なります。NTT東日本の設備状況などにより、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サー
ビスをご利用いただけない場合があります。
● NTT東日本設備などのメンテナンスなどのため、サービスを一時中断する場合があります。
● 本サービスの料金計算期間は毎月1日から末日までとなっております。また、計算期間の
途中での契約または契約解除のお申し込みについては、該当する利用期間の日割り計
算額をお支払いいただきます。
● 本サービスに対応するISPとの契約やLANカードなど機器類の購入が必要になります。
なお、その際の契約料・購入費用などはお客さま負担になります。
● 本サービスに対応しているISP情報は、フレッツ公式ホームページ「フレッツ 光ライト」
＜https://flets.com/light/＞の対応ISP一覧＜https://flets.com/light/fm/isp_index.
html＞から確認できます。また、対応ISP一覧に記載がない場合、各ISPへ直接ご確
認ください。

●「フレッツ 光ライト」では、利用できるオプションに一部制限があります。
ファミリータイプについて
● 回線終端装置の設置場所は屋内に限ります。また、商用電源（AC100V）が必要とな
ります。
マンションタイプについて
● スプリッターの設置には、屋内の設置スペースが必要となります。
● 回線終端装置は個々のお客さま宅内に設置します。また、商用電源（AC100V）が必
要となります。

●集合住宅でご利用いただく場合、光配線方式での提供となります。
「24時間出張修理オプション」について
● 構内光ケーブル、またはご利用の通信機器などがお客さま保有（NTT東日本からのレン
タル以外）の場合、本サービスの保守の対象外となります。
● 「24時間出張修理オプション」へは、故障時にNTT東日本保守担当者がお客さまビル
へ入館する際の手続きについて事前にご確認の上、お申し込みください。保守対応時
に入館できない場合、故障修理ができない場合がございます。
　※ 特に夜間・土日の入館方法やMDF室などへの入室方法についてご確認ください。
　※ ビルなどの入室については、入室時にお客さまに立会いなどのご協力をしていただく場合があります。
● 一部のエリア（原子力災害対策本部の設定する帰還困難地区など）については、保
守対応ができない場合があります。

● 天災など、同時多発的に故障が発生した場合や交通事情などにより、保守対応にお時
間をいただく場合があります。

● サポート時にインターネットへの接続確認など、インターネットを経由する通信が発生した場
合、フレッツ 光ライト／フレッツ 光ライトプラスの通信料の課金対象となります。
●その他詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
　＜https://business.ntt-east.co.jp/service/24hoption/＞
移転またはタイプ変更をする場合
●移転またはタイプ変更をする場合は、別途工事費がかかる場合があります。
● 変更工事中はご利用いただけません。また、一部ご利用いただけなくなるサービスや、ご
利用機器の交換や再設定などが必要となる場合があります。

●その他詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
　＜https://flets.com/light/attention.html＞
付加サービスご利用時における利用量について
● 実際に発生した利用量によらず、「フレッツ・v6オプション」については、40MB／月とし
て当面の間、利用量を加算します。



サービスの概要

料 金

サービス開始年月日

フレッツ 光ライトプラス

2016年3月1日

　ベストエフォート型のIP通信サービス（IPv4／IPv6）に加え、帯域確保型のアプリ
ケーションを利用可能であり、お客さまのご利用量に応じた料金でお使いいただける
二段階定額料金の光ブロードバンドサービスです。
　お客さま宅内の通信速度は下り最大100Mbps、上り最大100Mbps＊1の通信を実
現します。
　また、「フレッツ 光ネクスト」と同様に「24時間出張修理オプション」の利用が可能
です。
　なお、接続イメージについては、「フレッツ 光ネクスト」と同様になります。

1. 月額利用料 （税込）

＜料金イメージ＞

2. 初期費用
　●契約料 ： 880円（税込）／1契約ごと
　●工事費＊1 （税込）

サービス内容 最大通信速度 基本PPPoE
セッション数＊2

最大1Gbps＊1のアクセス区間を複数のお客さまで
共用する、主に戸建て住宅向けのサービス

上下共に
100Mbps 2

＊1  お客さま宅内に設置するNTT東日本回線終端装置からNTT東日本収容局までのアクセス区間に
おける最大通信速度は1Gbpsとなりますが、ご利用いただくお客さまの通信速度は上下最大
100Mbpsとなります。最大1Gbps、最大100Mbpsとは技術規格上の最大値です。インターネット利
用時の速度は、お客さまのご利用環境、回線混雑状況などによって低下する場合があります。

＊2 基本セッション数…標準でご利用いただけるセッション数です。

金額 備考
月額利用料
（基本料） 4,180円 ※利用量3,000MBまで利用可能

月額利用料
（通信料） 26.4円/100MB

※100MB未満の利用量は切り上げ
※  9,900MB～10,000MBについては100MBあたり48.4円
となります。
※  ひかり電話の通話は従来どおり電話従量での課金
※  フレッツ・テレビ視聴は利用量としての測定対象外

上限額 6,050円
※ インターネットのご利用には「フレッツ 光ライトプラス」の契約に加えISPとの契約が必要となります
（別途月額利用料などがかかります）。
※ ご利用の端末やソフトウェアによっては、お客さまが電子メールの送受信、ホームページの閲覧など
を一切行わない場合であっても自動的に通信が行われ、通信料が発生する場合がありますので
ご注意ください。

一括払い 分割払い＊2

お客さま宅内の配線設備を新設する場合
19,800円 初回3,300円＋

687円×24回＊3お客さま宅内の配線設備を一部利用し、配
線ルートを変更する場合

お客さま宅内の配線設備を再利用する場合  8,360円 初回3,300円＋
210円×24回＊3

＊1 2015年4月1日以降のお申し込みから、フレッツ光の工事費が変更になっております。
＊2   2021年7月1日以降のお申し込みから、分割回数が30回から24回に変更になっております。
＊3   工事費の合計（税込）が割切れない場合は、1円未満を切り捨て、最終月に端数を調整させ
ていただきます。

※ 上記は代表的な工事費です。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。
※  移転時の工事費においても一括払いおよび分割払いが選択可能です。分割払いの場合は
初回を含めた24分割した費用を月々請求いたします。
※分割払いの途中で残額を一括払いすることも可能です。
※ 土休日の工事に関しては、初期工事費に加え、3,300円（税込）の工事加算額をいただいてお
ります。
※ 夜間（午後5時～午後10時）・年末年始（12月29日～1月3日）工事は1.3倍、深夜工事（午後
10時～翌午前8時30分）は1.6倍の割増工事費をいただいております。

　 割増工事費＝［昼間の工事費－基本工事費（手続費用相当1,100円（税込））］×1.3か1.6
＋基本工事費［手続費用相当1,100円（税込）］

200MB 1,200MB 3,000MB 10,000MB
利用量

月額利用料
（税込） フレッツ 光ライト

ファミリータイプ

フレッツ 光ライトプラス

フレッツ 光ネクスト
ファミリー・ハイスピードタイプ

6,380円

6,050円

5,720円

4,180円

3,080円

※工事時刻を指定した場合は、以下の工事費となります。 （税込）

指定時間帯
日中帯 夜間帯 深夜帯

9：00～16：00の正時 17：00～21：00の正時 22：00～翌8：00の正時
工事費 12,100円 19,800円 30,800円



そ の 他

提 供 条 件 等

● 本サービスの料金計算期間は毎月1日から末日までとなっております。また、計算期
間の途中での契約または契約解除のお申し込みについては、該当する利用期間
の日割り計算額をお支払いいただきます。
● 本サービスに対応するISPとの契約やLANカードなど機器類の購入が必要になり
ます。なお、その際の契約料・購入費用などはお客さま負担になります。
● 本サービスに対応しているISP情報は、フレッツ公式ホームページ「フレッツ 光ライト
プラス」＜https://flets.com/lightplus/＞の対応ISP一覧＜https://flets.com/
lightplus/isp_index.html＞から確認できます。また、対応ISP一覧に記載がない
場合、各ISPへ直接ご確認ください。
●「フレッツ 光ライトプラス」では、利用できるオプションに一部制限があります。
● 回線終端装置の設置場所は屋内に限ります。また、商用電源（AC100V）が必要
となります。

「24時間出張修理オプション」について
●  構内光ケーブル、またはご利用の通信機器などがお客さま保有（NTT東日本から
のレンタル以外）の場合、本サービスの保守の対象外となります。
●  「24時間出張修理オプション」へは、故障時にNTT東日本保守担当者がお客さま
ビルへ入館する際の手続きについて事前にご確認の上、お申し込みください。保守
対応時に入館できない場合、故障修理ができない場合があります。
　※  特に夜間・土日の入館方法やMDF室などへの入室方法についてご確認くださ
い。

　※  ビルなどの入室については、入室時にお客さまに立会いなどのご協力をしてい
ただく場合があります。

●  一部のエリア（原子力災害対策本部の設定する帰還困難地区など）について
は、保守対応ができない場合があります。
●  天災など、同時多発的に故障が発生した場合や交通事情などにより、保守対応
にお時間をいただく場合があります。
●  サポート時にインターネットへの接続確認など、インターネットを経由する通信が発生
した場合、フレッツ 光ライト/フレッツ 光ライトプラスの通信料の課金対象となりま
す。
●その他詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
　＜https://business.ntt-east.co.jp/service/24hoption/＞

移転またはタイプ変更をする場合
●移転またはタイプ変更をする場合は、別途工事費がかかる場合があります。
● 変更工事中はご利用いただけません。また、一部ご利用いただけなくなるサービス
や、ご利用機器の交換や再設定などが必要となる場合があります。
●その他詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
　＜https://flets.com/lightplus/attention.html＞

付加サービスご利用時における利用量について
● 実際に発生した利用量によらず、「フレッツ・v6オプション」については、100MB／
月として当面の間、利用量を加算します。

● 光加入者回線などの設備の確認のために調査に伺う場合があります。設備調査
の結果、対象エリアであっても提供できない場合や、提供までに時間がかかる場
合があります。

● サービス提供エリアの最新情報は以下のURLでご案内しております。
　＜https://flets.com/＞
● 回線終端装置は電気通信設備としてNTT東日本が設置します。回線終端装置
と端末間の接続はLANケーブルによる接続となります。

ご利用上の注意
● 本サービスはベストエフォート型のため、通信速度や通信品質を保証するものでは
ありません。
● お客さまのご利用場所およびNTT東日本設備の状況によりご利用開始までの期
間は異なります。NTT東日本の設備状況などにより、サービスのご利用をお待ちい
ただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。
● NTT東日本設備などのメンテナンスなどのため、サービスを一時中断する場合があ
ります。

3. 「24時間出張修理オプション」月額利用料 （税込）

4. その他の工事費 （税込）

金額
24時間出張修理オプション利用料 3,300円

※初期費用：不要

工事種別 金額

配線ルートの構築
開通工事と同日に実施 15,400円
開通工事と別日に実施 29,700円

配線保護工事 保護部材による配線保護を実施
する場合 実費

構内ルート調査 構内区間の現場調査・報告書の
送付を実施する場合 14,300円

オプション 通線確認 配管などへの通線確認を実施す
る場合 3,300円

工事結果報告 開通工事の結果報告・開通報告
書の送付を実施する場合 6,600円

オプション 回線追加加算 １拠点４回線目以上のお申し込み
の場合 1,980円

工事進捗管理
複数回線・拠点の工事に対し、工
事日調整や進捗管理を実施する
場合

6,600円

オプション
回線追加加算 １拠点４回線目以上のお申し込み

の場合 1,980円

工事日など変更 工事日などの変更を実施する場
合 770円

お申し込み当日もしくは翌日に工事を実施する場合 22,000円



フレッツ 光クロス

2020年4月1日

　加入者光ファイバーを複数のお客さまで共用し、お客さまが契約する
ISPなどへ上り下り最大概ね10Gbps＊1の通信速度で接続するベストエフォ
ートサービスです。なお、本サービスは光コラボレーションモデルの対象
サービス＊2です。
　また、本サービスの提供に合わせて、最新の高速無線LAN規格「Wi-Fi6」
に対応した「フレッツ 光クロス対応レンタルルーター＊3」を提供いたしま
す。これによりスマートフォンやタブレット端末などによる無線接続での
インターネットもより快適にご利用いただくことが可能です。
＊1   最大概ね10Gbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではあ
りません。本技術規格においては、通信品質確保などに必要なデータが付与されるため、
実際の通信速度の最大値は、技術規格上の最大値より十数％程度低下します。また、お
客さまのご利用環境（端末機器の仕様など）や回線の混雑状況などにより大幅に低下す
ることがあります。

＊2   光コラボレーションモデルとは、光コラボレーション事業者が提供するFTTHアクセス
サービスを言います。詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。

　　＜https://flets.com/collabo/lb/service.html＞
＊3   Draft IEEE802.11ax対応（最大通信速度上り／下り2.4Gbps ※機器仕様上の最大値）。
Draft IEEE802.11ax以外にも、IEEE802.11a/b/g/n/acでの接続も可能です。なお、お
客さまがご利用になるWi-Fi対応機器は、IEEE802.11a/b/g/n/ac・Draft IEEE802.11ax
のいずれかに準拠している必要があります。

＜接続イメージ＞

インター
ネット

ISP

NGN
フレッツ 光クロス

契約

お客さま宅 NTT東日本ビル
NTT東日本

ISPなど
フレッツ 光クロス対応
レンタルルーター

光収容ビル
装置

光ファイバー
（10Gbps）

サービス
エッジ

光収容ビル装置：光ファイバーを終端し、お客さま側とNGN側間でデータ交換をする装置です。

相互接続点

通信速度

A

フレッツ 光クロス

上下最大概ね10Gbps

サービス開始年月日

サービスの概要

＜サービスタイプ＞
サービス内容 最大通信速度 ISP接続方式

最大10Gbpsのアクセス区間を複数の
お客さまで共用する主に戸建て住宅
向けのサービス

最大概ね10Gbps IPv6 IPoE方式および
IPv4／IPv6 PPPoE方式

※  「フレッツ・v6オプション」相当の機能があらかじめ利用できる状態で提供いたします。
なお、ネームを利用した通信機能は提供いたしません。
※ 「フレッツ・VPNワイド」「フレッツ・VPNプライオ」「ひかり電話」などはご利用いただ
けません（オプションサービスの詳細については【その他】参照）。

1．月額利用料 （税込）
サービスタイプ 金額

フレッツ 光クロス 6,930円
フレッツ 光クロス対応レンタルルーター    550円＊

＊  お客さまがレンタルルーターをご希望された場合に月額利用料が発生します。
※  インターネットのご利用には「フレッツ光」の契約に加えISPとの契約が必要となり
ます（別途月額利用料などがかかります）。

2．初期費用
　●契約料：880円（税込）／ 1契約ごと
　●工事費 （税込）

条件 金額 分割払い
お客さま宅内の配線設備を新設する
場合

19,800円
初回3,300円

＋
687円×24回＊お客さま宅内の配線設備を一部利用

し、配線ルートを変更する場合

お客さま宅内の配線設備を再利用す
る場合 8,360円

初回3,300円
＋

210円×24回＊

＊ 工事費の合計（税込）が割切れない場合は、１円未満を切り捨て、最終月に端数を調
整させていただきます。
※ 上記は代表的な工事費です。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。
※ 移転時の工事費においても一括払いおよび分割払いが選択可能です。分割払いの場合
は初回を含めた24分割した費用を月々請求いたします。
※分割払いの途中で残額を一括払いすることも可能です。
※ 土休日の工事に関しては、初期工事費に加え、3,300円の工事加算額をいただいており
ます。
※ 夜間（午後5時～午後10時）・年末年始（12月29日～1月3日）工事は1.3倍、深夜（午後
10時～翌午前8時30分）工事は1.6倍の割増工事費をいただいております。
　割増工事費＝［昼間の工事費－基本工事費（手続費用相当1,100円）］
　　　　　　　　×1.3か1.6＋基本工事費（手続費用相当1,100円）
※工事時刻を指定した場合は、以下の工事費となります。 （税込）

指定時間帯
日中帯 夜間帯 深夜帯

9：00～16：00の正時 17：00～21：00の正時 22：00～翌8：00の正時
工事費 12,100円 19,800円 30,800円

料 金



3．「24時間出張修理オプション」月額利用料 （税込）

24時間出張修理オプション
サービスタイプ 金額

フレッツ 光クロス 3,300円
※初期費用：不要

4．その他の工事費 （税込）

工事種別 金額

フレッツ 光クロス対応レンタ
ルルーターの設置・設定

機器工事費（設置） 1,650円

機器工事費（設定）＊ 1,100円

配線ルートの構築
開通工事と同日に実施 15,400円

開通工事と別日に実施 29,700円

配線保護工事 保護部材による配線保護を実施する場合 実費

構内ルート調査 構内区間の現場調査・報告書の送付を
実施する場合 14,300円

オプション 通線確認 配管などへの通線確認を実施する場合 3,300円

工事結果報告 開通工事の結果報告・開通報告書の送
付を実施する場合 6,600円

オプション 回線追加加算 １拠点４回線目以上のお申し込みの場合 1,980円

工事進捗管理 複数回線・拠点の工事に対し、工事日
調整や進捗管理を実施する場合 6,600円

オプション
回線追加加算 １拠点４回線目以上のお申し込みの場合 1,980円

工事日など変更 工事日などの変更を実施する場合 770円

お申し込み当日もしくは翌日に工事を実施する場合 22,000円

＊  設定工事の内容については、無線LANの設定変更（SSID設定など）となります。本サ
ービスはIPv6 IPoE接続対応でインターネット接続設定が不要なため、ISP情報の設定
やインターネット接続試験は本工事に含まれておりません。

● 光加入者回線などの設備の確認のために調査に伺う場合があります。設
備調査の結果、対象エリアであっても提供できない場合や、提供までに
時間がかかる場合があります。

●サービス提供エリアの最新情報は、以下のURLをご参照ください。
　＜https://flets.com/＞
● 回線終端装置は電気通信設備としてNTT東日本が設置します。回線終端
装置と端末装置間の接続はLANケーブルによる接続となります。

提 供 条 件 等

ご利用上の注意
● 本サービスはベストエフォート型のため、通信速度や通信品質を保証す
るものではありません。
● お客さまのご利用場所およびNTT東日本設備の状況によりご利用開始ま
での期間は異なります。NTT東日本の設備状況などにより、サービスの
ご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があ
ります。また、回線終端装置の設置工事完了後であっても、ISP側の準
備状況によって、インターネット通信の利用開始まで時間がかかる場合
があります。
● NTT東日本設備などのメンテナンスなどのため、サービスを一時中断す
る場合があります。
● 本サービスの料金計算期間は毎月1日から末日までとなっております。
計算期間の途中での契約または契約解除のお申し込みについては、該当
する利用期間の日割り計算額をお支払いいただきます。
● 本サービスに対応するISPとの契約やLANカードなど機器類の購入が必
要になります。なお、その際の契約料・購入費用などはお客さま負担に
なります。
● 本サービスに対応しているISP情報は、フレッツ公式ホームページ「フ
レッツ 光クロス」
　＜https://flets.com/cross/＞の対応ISP一覧
　＜https://flets.com/cross/isp.html＞から確認できます。
　対応ISP一覧に記載がない場合、各ISPへ直接ご確認ください。
● 回線終端装置の設置場所は屋内に限ります。また、商用電源（AC100V）
が必要となります。
● 回線終端装置には、ルーターなどDHCPv6-PDを受信できる機器を接続
していただく必要があります。また、IPv6 IPoE接続上でのIPv4通信
（IPv4 over IPv6）については、ご利用のISPごとに対応方式が異なりま
すので、ISPおよびご利用の機器メーカーへIPv4 over IPv6対応状況を
ご確認ください。
● 有線でのご利用の場合は、LANポートが10GBASE－TかつLANケーブ
ルがカテゴリ6a以上のLAN環境を推奨しております。
● 「フレッツ 光クロス」で利用可能なオプションサービスは以下です（オ
プションサービスをご利用いただくには別途ご契約が必要となります）。
　・24時間出張修理オプション
　・フレッツ・テレビ伝送サービス＊

　・リモートサポートサービス
　・訪問サポートサービス
　・セットアップサービス
　・なおせ～る／なおせ～るPRO
　・オフィスまるごとサポート ITサポート＆セキュリティ
 　＊  ご利用にあたっては、放送事業者との契約および利用料金などが別途必要となります。
 　※ 以下の配信事業者向けサービスにおける配信先光アクセスサービスについて、本サー

ビスは対象です。
 　※ 「フレッツ・キャスト」、「地上デジタル放送IP再送信事業者向けサービス」、「フレッツ・

ジョイント」における配信先光アクセスサービスについて、本サービスは対象です。

そ の 他



「24時間出張修理オプション」について
● 構内光ケーブル、またはご利用の通信機器などがお客さま保有（NTT東
日本からのレンタル以外）の場合、本サービスの保守の対象外となりま
す。

● 「24時間出張修理オプション」へは、故障時にNTT東日本保守担当者が
お客さまビルへ入館する際の手続きについて事前にご確認の上、お申し
込みください。保守対応時に入館できない場合、故障修理ができない場
合がございます。

 　※ 特に夜間・土日の入館方法やMDF室などへの入室方法についてご確認ください。
 　※ ビルなどの入室については、入室時にお客さまに立会いなどのご協力をしていただく

場合があります。
● 一部のエリア（原子力災害対策本部の設定する帰還困難地区など）につ
いては、保守対応ができない場合がございます。

● 天災など、同時多発的に故障が発生した場合や交通事情などにより、保
守対応にお時間をいただく場合があります。

●その他詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
　＜https://business.ntt-east.co.jp/service/24hoption/＞

移転またはタイプ変更をする場合
● 移転またはタイプ変更をする場合は、別途工事費がかかる場合がありま
す。

● 変更工事中はご利用いただけません。また、一部ご利用いただけなくな
るサービスや、ご利用機器の交換や再設定などが必要となる場合があり
ます。

●その他詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
　＜https://flets.com/cross/const_fee.html＞



高速広帯域アクセスサービス

2019年12月2日

　お客さまの指定する同一都道県内の拠点をPoint to Pointで接続する、高
速・大容量のイーサネット通信サービスです。

●特長
　○  10Gbps ／ 100Gbps ／ 400Gbpsの高速・大容量な通信が可能で、利用
用途に合わせて柔軟にネットワーク帯域の品目選択が可能です。

　○  完全占有の帯域保証型通信です。他のトラフィックの影響を受けずに
通信が可能で遅延やパケットロスの少ない高品質な拠点間通信を実現
します。

　○  NTT東日本営業エリア全域に保守拠点を展開し、保守センターにて24
時間365日体制で故障受付・修理復旧対応を行い、万が一の故障時に
も迅速に対応いたします。

　○  お客さまの利用形態に応じ、基本メニューをシングル構成の「タイプ
1」、多重構成の「タイプ2」の2種類を選択可能です。

●仕様・スペック

項目 内容

提供エリア 東日本エリア＊1

通信形態 Point to Point

メニュー
タイプ1 10Gbps、100Gbps、400Gbps

タイプ2
10Gbps～100Gbps

（インターフェースはすべて10Gbps）

インターフェース イーサネット

帯域品質 ギャランティ

故障受付 24時間365日

監視 常時監視

終端 回線終端装置＊2

＊1   起点と終点が同一都道県内のエリアに限ります。光未提供エリアなどの一部ご提供
できないエリアがあります。

＊2   サイズは2Uになります。設置場所にラックが必要となります。電源冗長のため、二
口ご用意願います。

サービス開始年月日

サービスの概要

●利用イメージ

画像などの診療データをセキュアに送受信！
大容量の映像データなども遅延が少なく、

そのままサーバーへ送信！

学生用のWi-Fi環境を整備し、
広帯域で安定した通信を提供
学術用スーパーコンピューターを
利用し、大容量データ通信を実現！

遠隔地で行われているイベントなどの
大容量映像をリアルタイムで
安定的に伝送可能！

病院B

データセンターなど

球場、体育館などの会場

病院A

大学など

イベントなど

●ネットワーク構成図

高速広帯域アクセスサービス

NTT東日本ビル

10Gbps、100Gbps、400Gbpsいずれかのインターフェースを選択し拠点間を接続

同一都道県

例
100Gbps（100Gbps×1）

回線終端
装置

お客さま
端末

例
100Gbps（100Gbps×1）

回線終端
装置

お客さま
端末

高速広帯域アクセスサービス

NTT東日本ビル

10Gbps～100Gbpsの帯域を選択し拠点間を接続

同一都道県

タイプ1

タイプ2

例
30Gbps（10Gbps×3）

回線終端
装置

お客さま
端末

例
30Gbps（10Gbps×3）

回線終端
装置

お客さま
端末



1．月額利用料

【タイプ1】 （税込） 【タイプ2】 （税込）

品目 金額 品目 金額

10Gbps 990,000円 10Gbps 1,100,000円

100Gbps 1,980,000円 20Gbps 1,210,000円

400Gbps 4,950,000円 30Gbps 1,320,000円

40Gbps 1,430,000円

50Gbps 1,540,000円

60Gbps 1,650,000円

70Gbps 1,760,000円

80Gbps 1,870,000円

90Gbps 1,980,000円

100Gbps 2,090,000円
※  収容ビルを経由する場合で、収容ビル間距離が35kmを超える場合は、35kmまでごとに
提供料金を適用します。
　接続拠点の距離により料金は異なります。

2．初期費用 （税込）

項目 金額

契約料 880円

基本工事費
基本額 4,950円

加算額＊1 3,850円

交換機等工事費
アクセス回線 1,100円

サービス回線 1,100円

回線終端装置工事費＊2 29,590円

他接続等配線工事費
既設利用なし 17,930円

既設利用あり 10,560円
＊1   回線終端装置工事費および屋内配線工事費の額が31,900円（税込）を超える場合は、
31,900円（税込）までごとに加算額を計算し、加算します。

＊2 屋内配線工事費を含みます。

料 金 ●提供エリア
　東日本エリア全域（エリア内であっても設備状況によりご利用できない
場合があります）
※お客さまの申し込み前に提供検討が必要です。

●基本契約期間
　本サービスには基本契約期間が1年間あります。1年以内の解約または変
更（品目変更など）によりご利用料金に減少が生じた場合には、残余期間
のご利用料金を一括してお支払いいただきます。

●  サービス内容、提供条件など詳細につきましては、以下のURLをご参照
ください。
　＜https://business.ntt-east.co.jp/service/koutaiikiaccess/＞

提 供 条 件 等

そ の 他



サービスの概要

料 金

サービス開始年月日

提 供 条 件 等

（参考）インターネット（IPv6 IPoE）接続方式

2011年7月21日

　インターネット（IPv6 IPoE）接続は「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 
光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」において、
IPoE接続事業者のネットワークを介しISP事業者が提供するインターネッ
ト（IPv6）への接続を可能とするものです。

＜サービスイメージ＞

1. 月額利用料

・ ISP事業者などへのお申し込みに応じて、フレッツ網からIPoE接続事業者
のIPv6アドレスをあらかじめ割り当てます（お客さまによる設定は不要）。
・ ISP事業者へのお申し込みとは別に、フレッツ・v6オプションのお申し込
みをNTT東日本にいただく必要があります。

　 ＊1  ご利用にあたっては、「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光
ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」のご利用料金が別途必要となります。

2. 初期費用
　●契約料

サービス名 金額

フレッツ・v6オプション 無料＊1

サービス名 金額

フレッツ・v6オプション 無料

●提供可能回線

●提供エリア
　全国
● インターネット（IPv6 IPoE）接続に対応したISP事業者とのご契約、ご利用料金
が必要となります＊3。
●「フレッツ・v6オプション」へのお申し込みが必要となります＊4＊5。
● なお、2012年5月29日以降に「フレッツ 光ネクスト」の工事（新規開通・移転・品目
変更）をお申し込みいただいたお客さまには、「フレッツ・v6オプション」を、あらかじめ
ご利用可能な状態で提供いたします。
● 「フレッツ 光ネクスト」（ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・スマートタイプ、ファミ
リー・ギガラインタイプ、マンション・ギガラインタイプ、プライオ１０、プライオ１）、光コラボレー
ション事業者が提供する光アクセスサービスをお申し込み（移転・プラン変更含む）の
お客さまには、「フレッツ・v6オプション」相当の機能をあらかじめ提供いたします。
● 「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ネクスト」（ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンショ
ン・スマートタイプ、ファミリー・ギガラインタイプ、マンション・ギガラインタイプ、プライオ１０、
プライオ１）、光コラボレーション事業者が提供する光アクセスサービスにあらかじめ提
供される「フレッツ・v6オプション」相当の機能については、取り外しができません。
　 ＊3 フレッツ 光ネクスト IPv6 IPoE対応ISPは以下のサイトよりご確認ください。
　　　 ＜https://flets.com/next/ipv6_ipoe/isp.html＞
　 ＊4   「フレッツ 光ライト」をご利用のお客さまが、「フレッツ・v6オプション」をお申し込みいただいた場

合、実際に発生した利用量によらず、当面の間40MB／月の利用量を加算いたします。
　 ＊5   「フレッツ 光ライトプラス」をご利用のお客さまが、「フレッツ・v6オプション」をお申し込みいただい

た場合、実際に発生した利用量によらず、当面の間100MB／月の利用量を加算いたします。

　●工事費 （税込）

　 ＊2 内訳は、基本工事費1,100円（税込）、交換機等工事費1,100円（税込）となります。
　　 　 なお、NTT東日本サービス情報サイトの「サービス申込受付ページ」からお申し込

みいただく場合は、工事費は無料となります。

フレッツ 光クロス

フレッツ 
光ネクスト

ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・スマートタイプ、ファミリー・ギ
ガラインタイプ、マンション・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、マンション・ハイスピードタイプ、マンションタイプ、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

フレッツ 光ライトプラス

サービス名 適用条件 金額

フレッツ・v6
オプション

「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッ
ツ 光ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」の工事（新
規開通・移転・品目変更）日にあわせてご利用を
開始する場合

無料

「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッ
ツ 光ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」の工事（新
規開通・移転・品目変更）日とは別の日にご利用
開始する場合

2,200円＊2

インターネット（IPv6）

IPoE接続事業者網
（IPv6）

ISP事業者網
（IPv6）

NGN

お申し込みに応
じて、IPoE接続
事業者のIPv6ア
ドレスを割り当て

インターネット
（IPv6 IPoE）を
ご利用のお客さ
ま同士はフレッ
ツ網を経由して
直接通信可能

回線終端装置 回線終端装置

ホーム
ページなど

メール
サーバーなど



サービスの概要

料 金

提 供 条 件 等

サービス開始年月日

（参考）インターネット（IPv6 PPPoE）接続方式

2011年6月1日

　「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フ
レッツ 光ライトプラス」の基本機能として、IPv6によるPPPoE接続により、
IPv6トンネル対応アダプターなどを用いて、ISP事業者が提供するインター
ネット（IPv6）への接続を可能とするものです。
　本機能のご利用にあたりNTT東日本へのお申し込みは不要です。なお、
現在インターネット（IPv4）をご利用のお客さまは、引き続き当該機能を
ご利用いただけます。

＜サービスイメージ＞

2. 初期費用
　●契約料

　●工事費

●提供エリア
　全国

●ISP事業者とのご契約、ご利用料金が必要となります＊。
● インターネット（IPv6 PPPoE）接続に対応したIPv6トンネル対応アダ
プターなどが必要となります。

＊フレッツ 光ネクスト IPv6 PPPoE対応ISPは以下のサイトよりご確認ください。
　＜https://flets.com/next/ipv6_pppoe/isp.html＞

1. 月額利用料

　ご利用にあたっては、「フレッツ 光クロス」、「フレッツ 光ネクスト」、「フ
レッツ 光ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」のご利用料金が必要とな
ります。

●提供可能回線

・PPPoE接続の都度、ISP事業者からIPv6アドレスが割り当てられます。
・ PPPoE（IPv6）にて通信するために、IPv6トンネル対応アダプターなど
をお客さまにご用意いただく必要があります。また、ISP事業者が指定す
る接続用のID／パスワードなどをIPv6トンネル対応アダプターなどに設定
いただく必要があります。

インターネット（IPv6）

ISP事業者網
（IPv6）

NGN ISP事業者網へPPPoE
セッションを確立し、イン
ターネットへ接続する

PPPoE（IPv6）

回線終端装置

IPv6トンネル対応アダプターなど

ホーム
ページなど

メール
サーバーなど

金額 無料

金額 無料

金額 無料

フレッツ 光クロス

フレッツ 
光ネクスト

ギガファミリー・スマートタイプ、ギガマンション・
スマートタイプ、ファミリー・ギガラインタイプ、マ
ンション・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、マンション・ハイスピー
ドタイプ、マンションタイプ、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

フレッツ 光ライトプラス



（参考）IPv6普及に向けた取り組み
　NTT東日本では、IPv6によるインターネット接続の利用拡大に向けて、ISP事業者やIPoE接続
事業者などと連携し、フレッツ光におけるIPv6によるインターネット接続の課題解決および利用拡
大に取り組んでまいりました。

●IPv6によるインターネット接続の利用拡大に向けた主な取り組み

項目 内容

インターネット
（IPv6 PPPoE）
接続方式

お客さま負担
の軽減

● 「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 
光ライトプラス」で利用されているひかり電話対応ルーター
について、現行機種＊1および今後導入する新機種へIPv6 
PPPoE接続機能を搭載しました（2014年7月より提供＊2）。

インターネット
（IPv6 IPoE）
接続方式

お申し込み手
続きの簡素化

● フレッツ光とISP事業者様が提供するIPv6インターネット接
続の新規申し込み手続きの簡素化として、インターネット
（IPv6 IPoE）接続方式の利用に必要な「フレッツ・v6オプショ
ン」をISP事業者様へのインターネット接続の申し込み手続
きのみで、NTT東日本へはISP事業者様が代行で申し込みす
ることを可能としました。これによってワンストップの申し
込みを実現し、スムーズにIPv6インターネット接続を提供
する取り組みを行いました。

ISP事業者負
担の低減

● 「フレッツ・ジョイント」をご活用いただくことで、エンド
ユーザーのひかり電話対応ルーターにIPv4 over IPv6機能を
提供する環境を構築しました。「フレッツ・ジョイント」を
ご利用の事業者では、この仕組みを活用し、インターネット
（IPv6 IPoE）接続環境でIPv4インターネット接続が可能と
なるサービスを提供しております。

提供環境の整
備

● 技術的な制約から3社までとしていたIPoE接続事業者数を最
大16社まで拡大できる準備を整えました（2012年12月接続
約款変更認可）。

IPv6による
インターネット
接続の提供範
囲の拡大

「フレッツ 光
ライト」、「Bフ
レッツ」ご利用
のお客さまに
対するIPv6に
よるインター
ネット接続

● 「フレッツ 光ライト」において、IPv6によるインターネッ
ト接続の提供を開始しました（2013年10月より提供）。

● IPv6によるインターネット接続ができるよう、「Bフレッツ 
ハイパーファミリータイプ」、および「Bフレッツ マンショ
ンタイプ」をご利用いただいているお客さまのご契約を「フ
レッツ 光ネクスト」へ移行させていただきました（2015年
7月に移行完了）。

技術的課題へ
の対応

フォールバッ
ク問題＊3

● お客さまがIPv6によるインターネットを利用していない場
合には優先的にIPv4でインターネット接続を行う機能を
NTT東日本が提供することで、お客さまにフォールバック
を回避してインターネット接続をご利用いただけるように
しました。

＊1 一部機種を除きます。
＊2   ひかり電話対応ルーターのIPv6 PPPoEアダプター機能のご利用には、対応したISP事業者とのご契約、ご利用料
金が必要となります。

＊3   IPv6でインターネットに接続されていない環境において、IPv4/IPv6両対応のウェブサイトにアクセスすると、
IPv6でアクセスを試みた後、IPv4に切り替えてアクセスすることがあり、その際に発生するウェブサイトの表示
遅延などの問題。



サービス開始年月日

サービスの概要

2. サービスタイプ
　 　「フレッツ・ADSL」には、以下の6つのタイプがあります。

＊ 標準でご利用いただけるセッション数です。付加サービス「フレッツ・セッションプラス」をお申し込みいただ
くことで、セッション数を追加することができます。
※ 通信速度は、NTT東日本による技術規格上の最大値であり、お客さまの通信環境などにより
実際の速度は異なることがあります。

（2）ADSL専用型
　 　インターネット通信専用の回線として利用できます。

ISP

企業
「フレッツ・グループアクセス」

ご利用者など

フレッツ網

NTT東日本ビル

ADSL
モデム

お客さま宅

メタルケーブル

パソコン

インターネット専用の回線

お買い上げまたはレンタルを
お客さまが選択できます。

サービスタイプ

モアⅢ（47Mタイプ）
モアⅡ（40Mタイプ）
モア（12Mタイプ）
8Mタイプ
1.5Mタイプ
エントリー（1Mタイプ）

47Mbps
40Mbps
12Mbps
8Mbps
1.5Mbps
1Mbps

5Mbps
1Mbps
1Mbps
1Mbps

512 kbps
512 kbps

2
2
2
2
2
2

下り（データ受信） 上り（データ送信）
最大通信速度

基本セッション数＊

3. 保守対応メニュー
（1）アドバンスドサポート
 　   「フレッツ・ADSL」の「モアⅢ」、「モアⅡ」、「モア」、「8Mタイプ」、「1.5Mタイプ」の
ADSL専用型を対象に、24時間365日故障修理対応を行うメニューです（通常は、
営業時間内午前9時～午後5時にて故障修理対応しています）。
　＜NTT東日本の保守対象範囲（保守の対象となるもの）＞
　　・ADSLモデムなど宅内レンタル機器
　　・ADSL屋内配線（レンタルの場合のみ）
　　・お客さま宅までのメタルケーブル
　　・NTT東日本収容ビル内装置

（2）ビジネスタイプ（モアⅢ／モアⅡ）
　 　高トラヒックが想定される利用形態のお客さまに対応し、「モアⅢ」「モ
アⅡ」のADSL専用型を対象に、24時間365日故障修理対応に加え基本セッ
ション数4、25台程度の端末接続が可能なサービスです。

ISP

企業
「フレッツ・グループアクセス」

ご利用者など

フレッツ網

NTT東日本ビル

レンタル
ADSL
モデム

パソコン

お客さま宅

保安器
または
配線盤

メタル
ケーブルモジュラー

ジャック
モジュラー
ジャック

お客さま宅 ADSL屋内配線

「アドバンスドサポート」

通常の保守対応

24時間・365日故障修理を行います。

平日の営業時間内で故障修理を行います。 24時間・365日対応

2000年12月26日
「フレッツ・ADSL」は2016年6月30日をもって新規申し込み受付を終了、また2023年1月31
日をもってサービス提供を終了します（「フレッツ光」未提供エリアは除く）。

　アクセスラインにADSL技術を用いフレッツ網（地域IP網）へ接続する
ことにより、下り（データ受信）最大47Mbps＊の高速通信を定額料金でご
利用いただけるベストエフォート型サービスです。
＊ 通信速度は技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用速度を示すものではあり

ません。

1. ２つの利用形態
（1）電話共用型
　 　現在利用中の加入電話回線で「フレッツ・ADSL」を利用できます。
この場合、インターネットと電話が同時に利用できます。

＜接続イメージ（電話共用型の場合）＞
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提 供 条 件 等

料 金

● 本サービスは、NTT東日本設備状況や他回線との干渉、お客さま宅内の
通信設備などの影響により、提供ができない場合もあります。
● 本サービスは、他の通信回線との干渉により通信速度が低下または通信
できなくなる場合がありますが、通信速度について保証するサービスで
はありません。また、干渉により影響のあった場合は、本サービスの利
用を中止することがあります。

2. 初期費用
●契約料 ： 880円（税込）／1契約ごと
●工事費
　 以下の工事費は代表的な例であり、工事の内容によっては異なる場合があります。

＜お客さまご自身でADSLモデムなどの取り付けを行う場合＞ （税込）

＊1 NTT東日本よりレンタルしたADSLモデム・スプリッター（IP電話未対応タイプの場合）の設置工事費です。
※ IP電話対応機器の機器工事費は、電話共用型の場合11,880円（税込）、専用型の場合9,900円（税込）となり
ます。
※ 同一タイプのサービスメニューから「アドバンスドサポート」への変更を行う場合（例：フレッツ・ADSL モアⅡからフレッ
ツ・ADSL モアⅡ「アドバンスドサポート」への変更）は、契約料、工事費ともに必要ありません。
※ 同一タイプのサービスメニューから「ビジネスタイプ」への変更を行う場合（例：フレッツ・ADSL モアⅡからフレッツ・
ADSL モアⅡ「ビジネスタイプ」への変更）は、契約料はかかりませんが、工事費は必要となります。

＜NTT東日本がお伺いして工事を行う場合＞ （税込）

ラス」のご登録日や料金計算期間などにより異なります。
＊3  モデム・スプリッターをお買い上げの場合の価格や詳細につきましては、別途ホームページなど＜https://flets.
com/adsl/index.html＞を参照願います。

＊4  IP電話対応機器（ADSLモデム内蔵IP電話ルーター）をレンタルでご利用の場合も同一料金です。
＊5   「マイラインプラス」とのセット割引料金は、「市内通話」「同一県内の市外料金」の2区分とも「NTT東日本」をマイ
ラインプラス契約［登録料880円（税込）］いただいている同一名義の回線があり、フレッツ・ADSL「アドバンスドサ
ポート」の月額利用料を合算してお支払いいただく場合、適用となります。合算請求は別途「0120-116116」への
お申し込みが必要です。割引適用期間は、「マイラインプラス」のご登録日や料金計算期間などにより異なります。

＊6  お客さま宅内の区間に宅内レンタル機器がある場合は、1契約回線ごとに宅内機器保守加算料550円（税込）が
かかります。

※インターネットのご利用には、対応するISPとの契約が別途必要です。

区分 単位 電話共用型の場合 ADSL専用型の場合
基本工事費 1の工事ごと 1,100円 1,100円
交換機等工事費 1契約者回線ごと 2,255円 1,320円

合計 3,355円 2,420円

区分 単位 電話共用型の場合 ADSL専用型の場合
基本工事費 1の工事ごとに  4,950円  4,950円
交換機等工事費 1契約者回線ごとに  2,255円  1,320円
ADSL屋内配線工事費 1配線ごとに  5,280円  5,280円
機器工事費＊1 1装置ごとに  8,030円  6,050円

合計 20,515円 17,600円

1. 月額利用料
（1）フレッツ・ADSL
●電話共用型＊1 （税込）

サービスタイプ
フレッツ・ADSL月額利用料 ADSLモデム

レンタル料
（スプリッター含む）
（レンタルの場合）＊3＊4

通常料金 「マイラインプラス」との
セット割引適用後＊2

モアⅢ（47Mタイプ） 3,080円 2,772円
594円

モアⅡ（40Mタイプ） 3,025円 2,722円
モア（12Mタイプ） 2,970円 2,673円

539円
8Mタイプ 2,915円 2,623円
1.5Mタイプ 2,860円 2,574円
エントリー（1Mタイプ） 1,760円 －

サービスタイプ
フレッツ・ADSL月額利用料 ADSLモデム

レンタル料
（レンタルの場合）＊3＊4通常料金 「マイラインプラス」との

セット割引適用後＊5

モアⅢ（47Mタイプ） 5,555円 4,999円
539円

モアⅡ（40Mタイプ） 5,445円 4,900円
モア（12Mタイプ） 5,335円 4,801円

484円
8Mタイプ 5,225円 4,702円
1.5Mタイプ 5,005円 4,504円
エントリー（1Mタイプ） 3,245円 －

サービスタイプ

フレッツ・ADSL「アドバンスドサポート」
月額利用料 ADSL

モデム
レンタル料

宅内機器
保守
加算料＊6通常料金 「マイラインプラス」との

セット割引適用後＊5

モアⅢ（47Mタイプ）
アドバンスドサポート 8,305円 7,474円

539円

550円

モアⅡ（40Mタイプ）
アドバンスドサポート 8,195円 7,375円

モア（12Mタイプ）
アドバンスドサポート 8,085円 7,276円

484円8Mタイプ
アドバンスドサポート 7,975円 7,177円

1.5Mタイプ
アドバンスドサポート 7,755円 6,979円

サービスタイプ

フレッツ・ADSL ビジネスタイプ
月額利用料 ADSL

モデム
レンタル料

宅内機器
保守
加算料＊6通常料金 「マイラインプラス」との

セット割引適用後＊5

モアⅢ/モアⅡ
ビジネスタイプ 12,100円 10,890円 539円 550円

●ADSL専用型 （税込）

＊1加入電話の基本利用料金が別途必要になります。
＊2   「マイラインプラス」とのセット割引料金は、「市内電話」「同一県内の市外料金」の2区分とも「NTT東日本」をマ
イラインプラス契約［登録料880円（税込）］いただいている場合、適用となります。割引適用期間は、「マイラインプ

（2）フレッツ・ADSL「アドバンスドサポート」 （税込）

（3）フレッツ・ADSL ビジネスタイプ （税込）



そ の 他

は、本サービスのご利用時以外は、ADSLモデムの電源プラグとADSLモ
デムに接続されている電話線を外すことをお勧めします。
● ご利用に必要なADSLモデムおよびスプリッターはお買い上げいただく
か、NTT東日本よりレンタルにてご用意させていただきます。
● 電話回線によるガス漏れなどの自動通報および電気、ガス、水道などの
自動検針、遠隔制御などのサービスをご利用の場合は、別途配線工事な
どが必要となる場合がありますので、ご契約の事業者に必ずご連絡くだ
さい。また、電話回線による警備保障、ホームセキュリティなどをご利
用の場合は、それらのサービスに支障をきたす場合がありますので、ご
契約の事業者などに必ずご確認ください。
● 本サービスに対応しているISP情報は、フレッツ公式ホームページ「フ
レッツ・ADSL」＜https://flets.com/adsl/index.html＞の対応ISP一覧
＜https://flets.com/adsl/isp_index.html＞から確認できます。また、対
応ISP一覧に記載がない場合、各ISPへ直接ご確認ください。

INSネット64をご利用中のお客さまが加入電話に変更してお申し込みいただく際のご注意
● i・ナンバーなどISDN専用のサービスおよびターミナルアダプターなど
通信機器は加入電話ではご利用できません。
● 「INSネット64」を加入電話に変更する際は、契約料・工事費が必要と
なります。「INSネット64・ライト」を加入電話に変更される場合は新た
に施設設置負担金39,600円（税込）（加入電話・ライトプランの場合は除
く）および契約料・工事費が必要となります。

＜「マイラインプラス」とのセット割引に関するご注意＞
● 「マイラインプラス」を【市内通話】と【同一県内の市外通話】の2区
分とも、新たに「NTT東日本」にご登録いただく場合や、「NTT東日本
以外の電話会社」から登録変更される場合は、別途登録料880円（税込）
がかかります。
＜サービスタイプを変更する際のご注意＞
● 現在ご利用のタイプに対応したADSLモデムでは、変更後のタイプはご
利用いただけない場合がございます。その場合は変更後のタイプに対応
したモデムをお買い上げいただくか、NTT東日本よりレンタルにてご利
用いただく必要があります。
● タイプ変更された場合であっても、設備状況などにより速度の上昇が認
められない場合もございますのであらかじめご了承ください。

●タイプ変更にあたっては工事費が必要です（契約料は不要）。
● 対応ISPはタイプによって異なります。ご契約のISPについて、変更後
のタイプでの利用の可否およびプラン変更などの手続きの要否をご確認
ください。

ご利用上の注意
● 本サービスの料金計算期間は、毎月1日から末日までとします。また、
計算期間の途中に契約解除のお申し出があった場合、該当する利用期間
の月額利用料の日割り計算額をお支払いいただきます。

● 本サービスに対応するISPとの契約やLANカードなど機器類の購入が必要に
なります。なお、その際の契約料・購入費用などはお客さま負担になります。
● 本サービスの移転などを行った場合、移転先の設備の状況により本サー
ビスをご利用になれない場合があります。

● NTT東日本が指定する本サービスの通信方法以外の通信については、通
常のダイヤル通話料がかかります。

● 本サービス開始後、通信速度にご満足いただけない場合、別途お客さまの
ご要望により有料にて回線調整工事を行います。設備状況などによって回
線調整工事ができない場合、または、工事を実施しても速度が改善されな
い場合があります。

● 電話共用型（加入電話回線を利用する形態）の場合、電話に雑音が生じ
る場合がありますが、ADSL特有の事象であり、故障ではありません。

● 本サービスによる通信中に電話の着信があった場合、接続されている保
安器の一部種類により、通信速度の低下または通信できなくなる場合が
あります。これはADSL特有の事象であり、保安器を交換することで改
善が見込まれますが、その際の工事費はお客さま負担となります。

● 落雷によりADSLモデムが破損する場合がありますので、雷の多い季節に

● 本サービスが提供できない場合、提供開始日の翌日から起算して20日以
内に「リンク未確立（NTT東日本収容ビルに設置したADSL装置とお客
さま宅内のADSLモデム間の通信が利用できないこと）」の事象について、
お客さまからNTT東日本に契約解除などのお申し出があり、NTT東日本
が「リンク未確立」について確認できた場合に工事費などを無料といた
します。なお、リンクは確立しているが、低速度での通信しかできない
場合などは、無料の対象とはいたしません。

● 本サービスを加入電話回線と利用する場合、ご契約いただけるのは加入
者回線単位につき1契約で、「フレッツ・ADSL」と加入電話の契約者が
同一であることが必要です。

● 本サービスは、PPPoE(PPP over Ethernet)を利用して、NTT東日本の
フレッツ網へ接続した通信のみ適用となります。

● 本サービスは「INSネット64」・「着信用電話」・「ダイヤルイン追加番号」・
「信号監視通信サービス」などと共用することはできません。
● NTT東日本設備などのメンテナンスなどのため、サービスを一時中断す
る場合があります。

● NTT東日本光装置に収容されているエリアでのご提供につきましては、
別途お客さま負担にて契約者回線等変更工事（光ケーブル収容からメタ
ルケーブル収容への変更）が必要となる場合があります。



提 供 条 件 等

そ の 他

サービス開始年月日

サービスの概要

料 金

ご利用上の注意
● 本サービスのご利用にあたりターミナルアダプターなど通信機器の設定内容を変更していた
だく必要があります。
● 本サービスの料金計算期間は、毎月1日から末日までとします。また、計算期間の途中での
契約解除のお申し込みについては、該当する利用期間の月額利用料の日割り計算額を
お支払いいただきます。
● 「マイライン」「マイラインプラス」の市内通話区分を「NTT東日本」以外に登録された場合
でも、接続先番号は「1492」となります。
● 本サービスの契約者回線からの発信でも、端末からの発信者番号通知がダイヤルイン追
加番号の場合は接続ができません。

● クレジット通話サービス＊利用のダイヤルアップ番号への接続や、INSボイスワープ、INSマ
ジックボックスなど利用のダイヤルアップ番号への転送はできません。
● NTT東日本が指定するダイヤルアップ番号以外への通信については、本サービスの適用
外となり、通常の通信料が適用されます。

● 一部INS-Pサービス＊をご利用のお客さまについて「フレッツ・ISDN」申し込みの際に継続
してINS-Pサービスをご利用いただけない場合があります。
　＊NTTコミュニケーションズ㈱が提供しているサービス

＜「マイラインプラス」とのセット割引の場合＞
 「マイラインプラス」を「市内通話」と「同一県内の市外通話」の2区分とも、新たに「NTT東
日本」にご登録いただく場合や、「NTT東日本以外の電話会社」から登録変更される場合
は、別途登録料880円（税込）がかかります。
● 本サービスに対応しているISP情報は、フレッツ公式ホームページ「フレッツ・ISDN」
＜https://flets.com/isdn/s_outline.html＞の対応ISP一覧＜https://flets.com/isdn/
pbd.html＞から確認できます。また、対応ISP一覧に記載がない場合、各ISPへ直接ご確
認ください。

● 本サービスは、提供エリア内の「INSネット64」、「INSネット64・ライト」、「INSネット
1500」をご利用の方を対象としています。

　※ 提供エリアであっても、設備状況などにより、サービスのご利用をお待ちいただいたり、
サービスをご利用いただけない場合もございます。

● ご契約は契約者回線単位につき1契約（1Bチャネル）とさせていただきます。また、「INS
ネット1500」の場合は、Dチャネル共用の契約者回線につき1契約（1Bチャネル）と
させていただきます。

● 代表取扱サービスの契約者回線、グループセキュリティサービス＊、INSメンバーズネッ
ト＊およびダイヤルイン追加番号（i・ナンバー追加番号を含む）でのご利用はできませ
ん。

● 本サービスは、NTT東日本が指定するダイヤルアップ番号へのディジタル通信モード
（64kbps）による通信とさせていただきます。
● 本サービスはベストエフォート型のため、通信速度や通信品質を保証するものではあり
ません。

● 別途、本サービス対応のISPとの契約が必要となります。
●NTT東日本設備メンテナンスなどのため、サービスを一時中断する場合がございます。
　＊NTTコミュニケーションズ㈱が提供しているサービス

2000年7月17日
「フレッツ・ISDN」は2018年11月30日をもって新規申し込み受付を終了しました（「フレッ
ツ光」未提供エリアは除く）。

　インターネットなどへの接続時の通信料金を完全定額制にするサービスです。
お客さまがご契約されているISDN回線からNTT東日本が指定する専用ダイヤル
アップ番号「1492」にダイヤルアップしていただくことにより、NTT東日本が設
けたフレッツ網を経由してISPなどに接続します。
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【接続イメージ】

フレッツ・ISDN

１. 月額利用料 （税込）

２. 工事費 （税込）

区　分 通常料金 「マイラインプラス」との
セット割引適用後＊2

月額利用料＊1 3,080円 2,772円

区　分 金額 単位
基本工事費 1,100円 1工事ごと

交換機等工事費 1,100円 1Bチャネルごと

＊1  単位：1契約者回線（1Bチャネル）ごとに必要になります。
＊2   「フレッツ・ISDN」をご利用の電話回線について「マイラインプラス」を「市内通話」「同一県内の市外通
話」の2区分ともNTT東日本にご登録いただいている場合に適用となります。また、割引適用期間は「マイ
ラインプラス」のご登録日や料金計算期間などにより異なります。

※ 別途INSネットの基本料金が必要です。また、インターネットなどに接続する場合は、別途ISP利用料などが
必要となります。

※お客さまご自身で工事を行う場合であり、工事の内容によっては工事費が異なる場合があります。



（
価
格
）

100M 200M64K 1M 1.5M 8M 12M 24M 40M 47M 概ね1G （最大通信速度）

※　　　　 現行料金（価格はすべて税抜表示）
※「フレッツ・ADSL」は電話共用型の料金
※「フレッツ・ADSL」は、2016年6月30日をもって「フレッツ光」提供エリアにおいて新規販売を停止しました。
※「フレッツ・ISDN」、「フレッツ・ADSL」の料金表示については、下段がマイラインプラスとのセット割引適用後の料金
　（2001年12月以降のご利用期間の月額利用料から提供）
※「Bフレッツ」および「フレッツ 光ネクスト」については、2012年9月1日から料金体系を変更したため、それ以前の料金も現状の料金体系にあわせた額を記載。
＊1 自治体さまと連携して「Bフレッツ」を提供しているエリアを除く。
＊2 「Bフレッツ マンションタイプ」のPNA方式は、2014年7月15日にサービス終了しております。
＊3 「Bフレッツ マンションタイプ」は、VDSL方式の場合の料金。（「Bフレッツ マンションタイプ」の光配線方式の月額利用料は、
 「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」の光配線方式と同額。提供開始日は2006年12月1日。）
＊4 「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」は、光配線方式の場合の料金。（「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」のVDSL方式の月額利用料は、
 「Bフレッツ マンションタイプ」のVDSL方式と同額。提供開始日は2008年3月31日。）なお、ミニにおける光配線方式の提供開始日は、2008年6月23日。

※　　　　 現行料金（価格はすべて税抜表示）
※「フレッツ・ADSL」は電話共用型の料金
※「フレッツ・ADSL」は、2016年6月30日をもって「フレッツ光」提供エリアにおいて新規販売を停止しました。
※「フレッツ・ISDN」、「フレッツ・ADSL」の料金表示については、下段がマイラインプラスとのセット割引適用後の料金
　（2001年12月以降のご利用期間の月額利用料から提供）
※「Bフレッツ」および「フレッツ 光ネクスト」については、2012年9月1日から料金体系を変更したため、それ以前の料金も現状の料金体系にあわせた額を記載。
＊1 自治体さまと連携して「Bフレッツ」を提供しているエリアを除く。
＊2 「Bフレッツ マンションタイプ」のPNA方式は、2014年7月15日にサービス終了しております。
＊3 「Bフレッツ マンションタイプ」は、VDSL方式の場合の料金。（「Bフレッツ マンションタイプ」の光配線方式の月額利用料は、
 「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」の光配線方式と同額。提供開始日は2006年12月1日。）
＊4 「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」は、光配線方式の場合の料金。（「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」のVDSL方式の月額利用料は、
 「Bフレッツ マンションタイプ」のVDSL方式と同額。提供開始日は2008年3月31日。）なお、ミニにおける光配線方式の提供開始日は、2008年6月23日。

（1999年11月1日）

8,000円

（2000年12月26日）

4,600円

（2001年2月1日）

4,050円

（2001年7月16日）

3,800円

（2001年10月1日）

3,100円

1.5Mタイプ
（2001年12月1日）

2,900円
［2,610円］

8Mタイプ
（2001年12月25日）

3,100円
［2,790円］

（2000年5月1日）

4,500円

（2001年3月1日）

3,600円

（2001年7月16日）

3,300円

（2001年10月1日）

2,900円

（2001年12月1日）

2,800円
［2,520円］

ファミリータイプ
（2001年8月1日）

6,100円

ビジネスタイプ
（2001年11月1日）

41,100円
（2021年1月31日 サービス終了）

ベーシックタイプ
（2001年8月1日）

10,100円
（2021年1月31日 サービス終了）

マンションタイプ（PNA方式）＊2（2001年8月1日）
5,000円

値下げ

値下げ

値下げ

値下げ

値下げ

値下げ

値下げ

値下げ

エントリー
（1Mタイプ）
（2005年12月1日）

1,600円

値下げ

値下げ

値下げ

値下げ

モア（12Mタイプ）
（2002年11月8日）

3,200円
［2,880円］

モアⅡ（24Mタイプ）
（2003年7月22日）

2,750円
［2,475円］

（2006年4月16日新規販売停止）

モアⅡ（40Mタイプ）
（2003年12月17日）

2,750円
［2,475円］

モアⅢ（47Mタイプ）
（2004年8月6日）

2,800円
［2,520円］

値下げ

名称
変更
値下げ

（2002年12月1日）

2,650円
［2,385円］

（2002年12月1日）

2,600円
［2,340円］

（2002年12月1日）

2,700円
［2,430円］

ビジネスタイプ
（2003年9月18日）

11,000円
［9,900円］ FWAタイプ

（2002年9月2日）

8,700円

ワイヤレスアクセスタイプ
（2003年12月1日）

4,800円
（2009年9月30日 サービス終了）

ファミリータイプ
（2003年4月1日）

5,600円
（2010年6月30日 サービス終了）

ニューファミリータイプ
（2002年6月1日）

6,900円

ニューファミリータイプ
（2003年4月1日）

5,600円

ニューファミリータイプ
（2005年2月1日）

5,200円
（2020年1月31日 サービス終了）

マンションタイ
プ（プラン1）＊＊23
（2002年12月16日）

4,400円

マンションタイ
プ（プラン2）＊＊23
（2002年12月16日）

3,900円 マンションタイ
プ（プラン1）＊＊23
（2004年5月27日）

3,850円

マンションタイ
プ（プラン2）＊＊23
（2003年7月1日）

3,350円

マンションタイ
プ（プラン2）＊＊23
（2004年5月27日）

3,200円

マンションタイ
プ（プラン2）＊＊23
（2004年9月1日）

2,850円
（2015年7月24日「フレッツ 光ネ
クスト」へサービス移行済み）

マンションタイ
プ（プラン1）＊＊23
（2004年9月1日）

3,250円
（2015年7月24日「フレッツ 光ネ
クスト」へサービス移行済み）

マンションタ
イプ（ミニ）＊＊23
（2006年4月25日）

3,850円
（2015年7月24日「フレッツ 光ネ
クスト」へサービス移行済み）

マンションタイ
プ（プラン1）＊＊23
（2003年7月1日）

4,000円

ハイパーファミリータイプ
（2004年11月30日）

5,600円

ハイパーファミリータイプ
（2005年2月1日）

5,200円
（2015年7月24日「フレッツ 光ネ
クスト」へサービス移行済み）＊1

値下げ

値下げ

値下げ

値下げ

値下げ

値下げ

値下げ

値下げ

値下げ

ファミリータイプ
（2011年6月1日）

2,800円

マンションタイプ
（2011年6月1日）

2,800円

マンションタイプ
（2012年9月1日）

2,000円

値下げ

値下げ

値下げ

マンションタイプ（プラン1）
（2008年3月31日）

3,800円＊4

マンションタイプ（プラン1）
（2012年9月1日）

3,250円＊4

値下げ

マンションタイプ（プラン2）
（2008年3月31日）

3,400円＊4

マンションタイプ（プラン2）
（2012年9月1日）

2,850円＊4

フレッツ 光ライトプラス
（2016年3月1日）

3,800円

フレッツ 光クロス
（2020年4月1日）

6,300円

マンションタイプ（ミニ）
（2012年9月1日）

3,850円＊4

マンションタイプ（ミニ）
（2008年6月23日）

4,400円＊4

値下げ

値下げ

マンション・ハイスピードタイプ
（プラン2）（2009年10月1日）
3,400円

値下げ

マンション・ハイスピードタイプ
（プラン1）（2009年10月1日）
3,800円

マンション・ハイスピードタイプ
（プラン1）（2012年9月1日）
3,250円

マンション・ハイスピードタイプ
（プラン2）（2012年9月1日）
2,850円

マンション・ハイスピードタイプ
（ミニ）（2012年9月1日）
3,850円

マンション・ハイスピードタイプ
（ミニ）（2009年10月1日）
4,400円

ファミリータイプ
（2008年3月31日）

5,200円

ファミリー・ハイスピードタイプ
（2009年10月1日）

5,200円

プライオ１０
（2014年3月24日）

41,100円

ビジネスタイプ
（2008年10月2日）

41,100円

ファミリー・ギガラインタイプ
（2014年12月1日）

5,400円

マンション・ギガラインタイプ（ミニ）
（2014年12月1日）

4,050円

マンション・ギガラインタイプ（プラン1）
（2014年12月1日）

3,450円

マンション・ギガラインタイプ（プラン2）
（2014年12月1日）

3,050円

ギガファミリー・スマートタイプ
（2014年7月1日）

5,700円

ギガマンション・スマートタイプ（ミニ）
（2014年7月1日）

4,350円

ギガマンション・スマートタイプ（プラン1）
（2014年7月1日）

3,750円

ギガマンション・スマートタイプ（プラン2）
（2014年7月1日）

3,350円

プライオ１
（2014年3月24日）

20,000円

フレッツ・
 ISDN

フレッツ・
 ADSL

     B
 フレッツ

フレッツ 
 光ライト

フレッツ 
  光ライトプラス

フレッツ 
  光クロス

フレッツ 
 光ネクスト

（サービス終了）

フレッツ・アクセスサービスの値下げ推移


