
平 成 ２ ３ 年 ８ 月 3 1 日

N T T 東 日 本 群 馬 支 店

群馬支店管内の光ブロードバンドサービス「フレッツ光」契約数が

30万回線を突破しました

ＮＴＴ東日本が提供する光ブロードバンドサービス「フレッツ光」（フレッツ 光ネクスト、フレッツ光ライトお

よびＢフレッツ）のＮＴＴ東日本群馬支店（支店長 五十嵐克彦）管内における契約回線数が､平成23年8月

28日に30万回線を突破いたしました。

フレッツ光は、平成14年6月に高崎市・前橋市・太田市においてサービスを開始し､現在では12市13町6

村にサービス提供地域を拡大してまいりました。この間、高速インターネット利用に対するお客様ニーズの

高まりを背景に、平成16年12月に1万回線を突破、さらに本サービス上で利用できる安価で高品質な「ひ

かり電話」のサービス開始を背景に、本サービス開始以来、4年2ヵ月をかけて平成18年8月に5万回線を

突破しました。その後はわずか11ヵ月単位で10万回線（平成19年7月）、15万回線（平成20年6月）、20万

回線（平成21年5月）を突破し、1年2ヵ月後の平成22年7月には25万回線を突破、更に1年1ヵ月後の本年8

月に30万回線を突破いたしました。

また、本年5月1日には契約回線数が285,254を突破し、群馬県の世帯数の1／3を超え、約3世帯に1世

帯でフレッツ光をご利用いただいていることになりました。

弊社としましては、映像配信サービスの普及による超高速ブロードバンドへのニーズの高まりに加えて、

サービス提供地域の拡大や工事費無料キャンペーン、月額利用料金がお得なプロバイダパック（フレッツ

光＋インターネット接続サービス）、安心・安全にパソコンをご利用いただくためのセキュリティサービスの

「 フレッツ・ウイルスクリア 」、パソコン設定等のワンストップサポートの「 リモートサポートサービス 」、ポイ

ントプログラム等の「フレッツ光メンバーズクラブ」やフレッツ光メンバーズクラブ会員さま向けの地域・生活

密着型の特典提供プログラム「光Gunma Happyタウン」などをお客様に評価いただいた結果と考えてお

ります。

また、お客様にとってより一層ご利用いただきやすいサービスを目指し、本年6月1日より二段階定額の

光ブロードバンドサービス「フレッツ 光ライト」の提供を開始しているほか、地域のお客様から本サービス

のお申込書を頂戴し、サービス提供時期を前倒しする施策により、地域のお客様や自治体様のご要望を

踏まえた積極的な提供地域の拡大にも取り組んでおります。

引き続き、「安心・信頼のＮＴＴ東日本」を合言葉にフレッツ光のサービス品質向上を図りながら、より多く

のお客様に快適に光ブロードバンドをご利用いただき、サービスを充実していけるよう努めてまいりたいと

思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。



【参考】

◆「フレッツ光」とは

NTT東日本が提供する光ブロードバンドサービス（アクセス回線）であり、「フレッツ 光ネクスト」、

「フレッツ 光ライト」および「Bフレッツ」の総称です。

「Bフレッツ」は、お客様宅まで直接引き込んだ加入者光ファイバをアクセス回線とするインターネット接

続サービスです。加入者光ファイバならではの高速通信を思う存分お楽しみいただけます。

「フレッツ 光ネクスト」は、「Bフレッツ」に加えて、帯域確保型アプリケーションサービスが利用可能です。

◆「フレッツ 光ライト」とは

「フレッツ 光ライト」は、インターネット等をこれから始めたい、またはインターネット等のご利用機会が

少ないというお客様に手軽な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。月額2,940円（税込）から始められ、いくらお使いいただいても月額利用料の上限は6,090円（税

込）で、安心してご利用いただける料金体系となっています。

ＮＴＴ東日本群馬支店管内では、平成23年6月1日より本サービスの提供を開始しています。

◆「ひかり電話」とは

「ひかり電話」は、フレッツ光(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、フレッツ 光ライトま

たはBフレッツ ハイパーファミリータイプ・マンションタイプ)のアクセス回線と組み合わせて利用すること

により、加入電話、携帯電話等へ低廉な通話料金での発信、および従来の加入電話等と同じ電話番

号（※）での着信を可能とする「0AB～J」番号型のIP電話サービスです。

※ 一部電話番号が変更になる場合もございます。

◆「フレッツ・ウイルスクリア」とは

「フレッツ・ウイルスクリア」は、フレッツ光およびフレッツ・ADSL（全タイプ）のアクセス回線と組み合わ

せて使用することにより、ウイルス、不正アクセスなどからお客様のパソコンを守ることができるサービ

スです。

◆「リモートサポートサービス」とは

「リモートサポートサービス」は、フレッツ光をご利用のお客様へのパソコン、周辺機器、ソフトウエアに

関するサポートを電話または遠隔操作により、ワンストップでサポートするサービスです。

◆「フレッツ光メンバーズクラブ」とは

「フレッツ光メンバーズクラブ」は、フレッツ光(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、フ

レッツ 光ライトまたはBフレッツ ハイパーファミリータイプ・マンションタイプ)をご利用のお客様を対象と

したＩＴトレンド情報や特典などを会員様限定でご案内させていただく会員制プログラムです。
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本件に関するお問い合わせ先

◆「光Gunma Happyタウン」とは

「光Gunma Happyタウン」は、フレッツ光をご利用のお客様で、フレッツ光メンバーズクラブにご入会頂

いている方がご利用できる特典提供プログラムで、光Gunma Happyタウンに掲載のお店をご利用の際

に、「特典利用パスポート（無料）」をご提示いただく事でお得な特典（Happy）が得られます。

利用対象者は、「フレッツ光」をご利用されている方で「フレッツ光メンバーズクラブ」への登録をされて

いる方です。（群馬県以外の方もご利用できます。）

なお、平成23年8月30日現在、群馬県内外745店舗でご利用いただけます。

【補足資料】

１．フレッツ光契約回線数の推移

２．群馬県内におけるフレッツ光提供エリア

３．フレッツ 光ライトの概要

４．光Gunma Happyタウンの概要
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【補足資料】 １．フレッツ光契約回線数の推移

平成23年8月
30万回線突破

平成18年8月
5万回線突破

平成19年7月
10万回線突破

平成20年6月
15万回線突破

平成21年5月
20万回線突破

平成22年7月
25万回線突破

10万回線達成日 15万回線達成日ｻｰﾋﾞｽ提供開始 5万回線達成日

H14.6 H18.8.24 H19.7.27 H20.6.4 H21.5.30 H22.7.19 H23.8.28

30万回線達成日20万回線達成日 25万回線達成日



【補足資料】 ２．群馬県内におけるフレッツ光提供エリア (市町村単位）

市町村境界

フレッツ光がご利用可能な自治体 （注１）

注１．「フレッツ光がご利用可能な自治体」は行政区内の一部エリアでも提供が可能な自治体で
なり、当該行政区内であっても未提供エリアがございます。なお、提供エリアであっても、
ＮＴＴ東日本およびお客様設備の状況などにより、一部サービスのご利用をお待ちいただ
いたり、ご利用いただけない場合があります。

注２．Ｈ２３．８．３０現在の情報です。
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【補足資料】 ３．フレッツ光ライトの概要

○「フレッツ光ライト」は、インターネット等をこれから始めたい、またはインターネット等のご利用機会が少ないというお客さまに手軽な料
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。月額２，９４０円（税込）から始められ、いくらお使いいただい
ても月額利用料の上限は６，０９０円（税込）で、安心してご利用いただける料金体系となっています。

○ＮＴＴ東日本群馬支店管内では、平成23年6月1日より本サービスの提供を開始しています。

○「フレッツ光ライト」は、インターネット等をこれから始めたい、またはインターネット等のご利用機会が少ないというお客さまに手軽な料
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。月額２，９４０円（税込）から始められ、いくらお使いいただい
ても月額利用料の上限は６，０９０円（税込）で、安心してご利用いただける料金体系となっています。

○ＮＴＴ東日本群馬支店管内では、平成23年6月1日より本サービスの提供を開始しています。

※1 別途、初期費用、プロバイダサービス月額利用料がかかります。
※2 契約回線ごと1ヵ月あたり200MBまでは通信料無料（基本料のみ）でご利用いただけます。
※3 通信料は、インターネットへ接続する（ホームページ閲覧、電子メール送受信など）データ通信により課金されます。
※4 利用量、通信料については、NTT東日本から送付する請求書、または専用サイトにて確認いただけます。
※5 10MB未満の利用量は10MB単位に切り上げます。
※ 集合住宅で「フレッツ 光ライト」をご利用いただく場合、光配線方式での提供となります。
※ 「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。
※ 「フレッツ 光ライト」の最大通信速度は100Mbpsとなります。
※ ご利用の端末やソフトウェアによっては、お客さまがインターネット(電子メールの送受信、ホームページ閲覧など)のご利用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。

価格はすべて税込料金です。



【補足資料】 ４．光Gunma Happyタウンの概要

○光Gunma Happyタウンはフレッツ光をご利用のお客様で、フレッツ光メンバーズクラブにご入会頂いている方がご利用できる特典提供
プログラムです。

○光Gunma Happyタウンに掲載のお店をご利用の際に、「特典利用パスポート（無料）」をご提示いただく事でお得な特典（Happy）が得ら
れます。

○利用対象者は、「フレッツ光」をご利用されている方で「フレッツ光メンバーズクラブ」への登録をされている方です。（群馬県以外の方も
ご利用できます。）

○光Gunma Happyタウンはフレッツ光をご利用のお客様で、フレッツ光メンバーズクラブにご入会頂いている方がご利用できる特典提供
プログラムです。

○光Gunma Happyタウンに掲載のお店をご利用の際に、「特典利用パスポート（無料）」をご提示いただく事でお得な特典（Happy）が得ら
れます。

○利用対象者は、「フレッツ光」をご利用されている方で「フレッツ光メンバーズクラブ」への登録をされている方です。（群馬県以外の方も
ご利用できます。）

win winフレッツ光の魅力度向上 ＰＲ効果（認知度向上）、

集客・増客効果

光Gunma Happyタウン特典による

豊かでお得な生活の実現

お客様
（ﾌﾚｯﾂ光ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｸﾗﾌﾞ会員）

お客様
（ﾌﾚｯﾂ光ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｸﾗﾌﾞ会員）

光Gunma Happyタウン

提携店

光光GunmaGunma HappyHappyタウンタウン

提携店提携店

②提携店をWEBサイト等でPR

・リーフレットに掲載

・メルマガ発信

①オリジナル特典提供

③お客さま来店！

HappyHappy

約200万人の会員等

（群馬約8万人）にＰＲ

※WEBサイトから
特典利用パスポートを取得

745店舗で
利用可能

（平成23年8月30日現在）
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