
平成21年9月17日

「はじめよう！フレッツ キャンペーン」の実施等について

ＮＴＴ東日本は、より多くのお客さまにフレッツサービスをご利用いただくことを目的として、平
成21年10月1日(木)より、下記の各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、
「はじめよう！フレッツ キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を実施します。
＜キャンペーン内容＞

本キャンペーンのうち、「フレッツ光」に関しては、初期工事費無料*3を同時にお申し込みいた
だきます。本キャンペーン及び初期工事費無料のいずれかのみを選択し、適用することはでき
ません。

本キャンペーンの詳細及び「フレッツ光」、「ひかり電話」、「フレッツ・テレビ伝送サービス」の
初期工事費、移転工事費等の詳細については、【別紙1～5】をご覧ください。

■「フレッツ 光ネクスト」、「Ｂフレッツ」（以下「フレッツ光」）を新規申し込みいただくと、月額利用料等
が2ヵ月無料または1ヵ月無料*1、ＷＥＢから新規申し込みいただくと3ヵ月無料または2ヵ月無料*2

となる等のお得なキャンペーンを実施します。

■ お申し込み受付期間は、平成21年10月1日（木）から平成22年1月31日（日）までです。

月額利用料2ヵ月無料
フレッツ・ウイルスクリアv6

フレッツ・ウイルスクリア

月額利用料2ヵ月無料リモートサポートサービス

Ｂフレッツ

フレッツ 光ネクスト

対象のサービス名

マンションタイプ

ハイパーファミリータイプ

マンションタイプ 月額利用料等2ヵ月無料または1ヵ月無料*1

（ＷＥＢ申込の場合3ヵ月無料または2ヵ月無料*2 ）

ファミリータイプ

キャンペーン内容

＊1 ＜無料期間＞ご利用いただく場所がＮＴＴ東日本の東京、神奈川、千葉、埼玉及び北海道の各支店エリアの
お客さまは月額利用料等2ヵ月無料（ＷＥＢ申込は3ヵ月無料）を、NTT東日本の茨城、栃木、群馬、山梨、長野、
新潟、宮城、福島、岩手、青森、山形及び秋田の各支店エリアのお客さまは月額利用料等1ヵ月無料（ＷＥＢ
申込は2ヵ月無料）をそれぞれ適用します。

＜無料期間についてのご注意＞ＮＴＴ東日本の支店エリアは、一般の行政区域と異なる場合があります。
（例）フレッツ光をご利用いただく場所が「埼玉県」内であっても、NTT東日本の「群馬支店」が提供する

キャンペーンが適用されるケースがあります。
＊2 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とします。
＊3  初期工事費無料とは、「フレッツ光」を12ヵ月間継続的にご利用いただくことを条件に、新規申込時に適用と

なる工事費を無料とするものです。お客さまのご都合により、期間内に解約された場合、初期工事費無料適用額
の一部金額として10,500円（税込）をお支払いいただきます。

また、短期利用を希望されるお客様向けに、12ヵ月の継続利用期間がなく、初期工事費を無料としないプラン
もございます。



ご利用開始日から

2ヵ月間または1ヵ月間*1

ＷＥＢ申込

3ヵ月間または2ヵ月間*2

無料適用期間

平成21年10月1日（木）

～

平成22年1月31日（日）

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22年4月30日（金）

までに開通したお客さま

フレッツ 光ネクスト

・ファミリータイプ

Ｂフレッツ

・ハイパーファミリータイプ

申込受付期間中に

新規にお申し込みいただき、

平成22年7月31日（土）

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

Ｂフレッツ

・マンションタイプ

適用対象*3

（１）無料適用期間および申込受付期間、適用対象

【別紙１】 「はじめよう！フレッツ キャンペーン」の実施について

＊1 ＜無料期間＞

ご利用いただく場所がＮＴＴ東日本の東京、神奈川、千葉、埼玉及び北海道の各支店エリアのお客さまは月額利用料
等2ヵ月無料（ＷＥＢ申込は3ヵ月無料）を、NTT東日本の茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟、宮城、福島、岩手、
青森、山形及び秋田の各支店エリアのお客さまは月額利用料等1ヵ月無料（ＷＥＢ申込は2ヵ月無料）をそれぞれ適用

します。
＜無料期間についてのご注意＞

・ＮＴＴ東日本の支店エリアは、一般の行政区域と異なる場合があります。
（例）フレッツ光をご利用いただく場所が、「埼玉県」内であっても、ＮＴＴ東日本の「群馬支店」が提供するキャン

ペーンが適用されるケースがあります。
・埼玉県熊谷市妻沼小島の一部、北埼玉郡北川辺町の一部及び児玉郡神川町の一部は、月額利用料等の無料

期間が1ヵ月となります。

＊2 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とします。

＊3 過去にＮＴＴ東日本の無料キャンペーンの対象となったお客さまは、今回の無料キャンペーンの適用対象外となる場合があります。

（２）無料対象となる利用料

「フレッツ光」に係わる「月額利用料」「回線終端装置利用料」「屋内配線利用料」「機器利用料（VDSL
装置・PNA装置のみ）」の各利用料

申込受付期間中に、以下の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

等の各利用料をご利用開始日から2ヵ月無料または１ヵ月無料*1 、ＷＥＢからのお申し込み限定で3ヵ

月無料または2ヵ月無料*2とします。

１．フレッツ光

※ 「フレッツ光」に関しては、本キャンペーンと初期工事費無料を同時にお申し込みいただきます。本キャンペーンまたは初期工事費無料の
いずれかのみを選択し、適用することはできません。
（ビジネスタイプ、ベーシックタイプを除く）

※ 初期工事費無料とは、「フレッツ光」を12ヵ月間継続的にご利用いただくことを条件に、新規申込時に適用となる工事費を無料とするもの
です。お客さまのご都合により、期間内に解約された場合、初期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。また、短期利用を希望されるお客様向けに、12ヵ月の継続利用期間がなく、初期工事費を無料としないプランもございます。

※ 学校向け特別料金プランは本キャンペーンの適用対象外となります。
※ ご利用にあたっては、インターネットサービスプロバイダの契約及び利用料金等が別途必要となる場合があります。



（２）無料対象となる利用料

（１）無料適用期間および申込受付期間、適用対象

＊1 平成19年2月27日以降にフレッツ・ウイルスクリア無料キャンペーンの適用を受けたお客さまについては本キャンペーンの

適用対象とはなりません。

２．フレッツ・ウイルスクリアｖ6、フレッツ・ウイルスクリア

申込受付期間中に、 「フレッツ・ウイルスクリアv6」または「フレッツ・ウイルスクリア」を新規にお申し
込みいただいたお客さまを対象に、ご利用開始日から2ヵ月間の月額利用料を無料とします。

ご利用開始日から

2ヵ月間

無料適用期間

平成21年10月1日（木）

～

平成22年1月31日（日）

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22年7月31日（土）

までにご利用開始したお客さま

フレッツ・ウイルスクリアv6

フレッツ・ウイルスクリア

適用対象
＊1

※「フレッツ 光ネクスト」をご利用のお客さまにつきましては「フレッツ・ウイルスクリアv6」の提供となります。
※「Bフレッツ」「フレッツ・ADSL」をご利用のお客さまにつきましては「フレッツ・ウイルスクリア」の提供となります。

※「フレッツ・ウイルスクリアv6」または「フレッツ・ウイルスクリア」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。

「フレッツ・ウイルスクリアv6」または「フレッツ・ウイルスクリア」基本契約に関する「月額利用料」

３．リモートサポートサービス

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さまを対象に、
ご利用開始日＊2から2ヵ月間の月額利用料を無料とします。

（１）無料適用期間および申込受付期間、適用対象

ご利用開始日＊2から

2ヵ月間

無料適用期間

平成21年10月1日（木）

～

平成22年1月31日（日）

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22年7月31日（土）

までにご利用開始したお客さま

リモートサポートサービス

適用対象
＊3

（２）無料対象となる利用料等

※ 「オンラインパソコン教室」の利用料：1回1,800円（税込1,890円）については、本キャンペーンの適用対象外となります。

＊2 課金開始日となります。（リモートサポートセンタへお問い合わせいただく日とは異なります）
＊3 平成19年10月1日以降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受けたお客さまについては

本キャンペーンの適用対象とはなりません。

「リモートサポートサービス」に係わる「月額利用料」



【別紙２】 「フレッツ光」の工事費について

申込受付期間中に、「フレッツ光」を新規にお申し込みいただいたお客さまに適用となる工事費を

以下の通りとします。

申込受付期間中に

新規にお申し込みいただき、

平成22年7月31日（土）

までに開通したお客さま

申込受付期間中に

新規にお申し込みいただき、

平成22年4月30日（金）

までに開通したお客さま

適用対象

平成21年10月1日（木）

～

平成22年1月31日（日）

申込受付期間
＊1

無料

フレッツ 光ネクスト

・ファミリータイプ

・ビジネスタイプ

Ｂフレッツ

・ハイパーファミリータイプ

・ベーシックタイプ

・ビジネスタイプ

フレッツ 光ネクスト

・マンションタイプ

Ｂフレッツ

・マンションタイプ

・ベーシックタイプ

「ひかり電話ビジネスタイプ」対応

・ビジネスタイプ

「ひかり電話ビジネスタイプ」対応

初期工事費
＊2～4

（１）申込受付期間、適用対象および適用工事費

１．新規申込時に適用となる工事費について

申込受付期間中に

移転のお申し込みをいただき、

平成22年7月31日（土）

までに開通したお客さま

申込受付期間中に

移転のお申し込みをいただき、

平成22年4月30日（金）

までに開通したお客さま

適用対象

平成21年10月1日（木）

～

平成22年1月31日（日）

申込受付期間
＊1

無料

フレッツ 光ネクスト

・ファミリータイプ

Ｂフレッツ

・ハイパーファミリータイプ

フレッツ 光ネクスト

・マンションタイプ

Ｂフレッツ

・マンションタイプ

工事費
＊2～3

申込受付期間中に、「フレッツ光」の移転をお申し込みいただいたお客さまに適用となる工事費を

以下の通りとします。

２．移転申込時に適用となる工事費について

（１）申込受付期間、適用対象および適用工事費

＊1 平成22年2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。

＊2 VDSL装置・PNA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。
＊3 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。
＊4 別途契約料800円（税込840円）が必要です。

※ 学校向け特別料金プランは適用対象外とさせていただきます。

※ 「フレッツ光」を12ヵ月間継続的にご利用いただくことを上記工事費の適用条件とさせていただきます。お客さまのご都合により、期間内
に解約された場合、初期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。

※ 短期利用を希望されるお客様向けに、12ヵ月継続利用期間がなく、初期工事費を無料としないプランもございます。
※ 過去にＮＴＴ東日本の無料キャンペーンの対象となったお客さまは、工事費無料の適用対象外となる場合があります。
※ 「フレッツ光」に関する本キャンペーンまたは初期工事費無料のいずれかのみを選択し、適用することはできません。（「フレッツ 光ネク

スト ビジネスタイプ」、「Ｂフレッツ ビジネスタイプ・ベーシックタイプ」を除く）

※ 学校向け特別料金プランは本キャンペーンの適用対象外となります。



【別紙３】「Ｂフレッツ ニューファミリータイプ」から「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」
「Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ」への品目変更に係わるキャンペーンの実施について

１．月額利用料等の3ヶ月無料キャンペーンについて

申込受付期間中に、以下のサービスへ品目変更をお申し込みいただいたお客さまを対象に、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

（２）無料対象となる利用料

平成21年10月1日（木）

～

平成22年1月31日（日）

申込受付期間 適用対象無料適用期間

申込受付期間中に、

「Ｂフレッツ ニューファミリータイプ」から

「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」

「Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ」へ

品目変更をお申し込みいただき、平成22年4月30日（金）

までに工事が完了したお客さま

品目変更完了月の翌月から

3ヵ月間

「フレッツ光」に係わる「月額利用料」「回線終端装置利用料」「屋内配線利用料」の
各利用料

※ 学校向け特別料金プランは本キャンペーンの適用対象外となります。

※ ご利用にあたっては、インターネットサービスプロバイダの契約及び利用料金等が別途必要となる場合があります。

２．「フレッツ光 ネクスト」等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、以下のサービスへ品目変更をお申し込みいただいたお客さまに適用となる
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

5,550円

（税込5,827.5円）

申込受付期間中に、

「Ｂフレッツ ニューファミリータイプ」から

「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」

「Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ」へ

品目変更をお申し込みいただき、平成22年4月30日（金）

までに工事が完了したお客さま

平成21年10月1日（木）

～

平成22年1月31日（日）

申込受付期間中の

品目変更工事費
*2適用対象申込受付期間

*1

＊1 平成22年2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。

＊2 一般的な工事の例であり、工事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。

※ 学校向け特別料金プランは、上記工事費の適用対象外となります。
※ 上記工事費には、消費税込みの総額を表示していますが、複数の工事を行ったお客さまについては、お手元で計算され

た額と実際の請求額が異なる場合があります。



【別紙４】「ひかり電話」の工事費について

２．無料となる工事費

申込受付期間中に、「ひかり電話」を新規にお申し込みいただいたお客さま、および既にご利

用いただいている「ひかり電話」の移転をお申し込みいただいたお客さまに適用となる機器工

事費等を無料とします。

１．申込受付期間、適用対象

＊2 ＮＴＴ東日本の所内設備に係る工事費
＊3 ひかり電話ルータの設置・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

*ひかり電話ルータが無線LANタイプの場合、ルータへの無線LAN設定を含む

＊1 「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話ビジネスタイプ」は無料の適用対象外となります。

お申し込み受付期間中に

ひかり電話をお申し込みいただき、

平成22年7月31日（土）

までに開通のお客さま

フレッツ 光ネクスト
・マンションタイプ

Ｂフレッツ
・マンションタイプ

をご利用の場合

お申し込み受付期間中に

ひかり電話をお申し込みいただき、

平成22年4月30日（金）

までに開通のお客さま平成21年10月1日（木）

～

平成22年1月31日（日）

フレッツ 光ネクスト

・ファミリータイプ

Ｂフレッツ

・ハイパーファミリータイプ

をご利用の場合

適用対象*1申込受付期間

「ひかり電話」に関する「交換機等工事費*2」「機器工事費*3」の各工事費

※ 「ひかり電話」の基本工事費は無料対象外です。

・弊社がお伺いして工事を行なう場合：4,500円（税込 4,725円）

・弊社がお伺いしない場合：1,000円（税込 1,050円）

「フレッツ光」と「ひかり電話」の工事を同時に行う場合、上記基本工事費は減額となります。

※ ひかり電話工事の代表的な例については、下記ホームページをご参照ください。

ひかり電話ホームページ（http://flets.com/hikaridenwa/charge/initial.html）



【別紙５】「フレッツ・テレビ伝送サービス」の工事費割引について

申込受付期間中に「フレッツ・テレビ伝送サービス」を新規にお申し込みいただいたお客さま、

既にご利用いただいている「フレッツ光」および「フレッツ・テレビ伝送サービス」の移転をお申し込

みいただいたお客さまの「フレッツ・テレビ伝送サービス工事費」を割引いたします。

「フレッツ・テレビ伝送サービ
ス」をご利用中のお客さまより、
申込受付期間中にフレッツ光
の移転のお申し込みをいただ
き、ご利用開始期限までに移
転を行ったお客さま

申込受付期間中に「フレッツ・
テレビ伝送サービス」を新規に
お申し込みいただき、ご利用開
始期限までにサービスのご利
用を開始したお客さま

適用対象

適用となる割引

工事費は以下の

「２．割引となる工事
費」の②を参照

・フレッツ 光ネクスト ファミ
リータイプ

・Ｂフレッツ ハイパーファミ
リータイプ

⇒平成22年4月30日（金）

・フレッツ 光ネクスト マン
ションタイプ（光配線方式）

・Ｂフレッツ マンションタイプ

（光配線方式）

⇒平成22年7月31日（土）

ご利用開始期限

適用となる割引

工事費は以下の

「２．割引となる工事
費」の①を参照

割引工事費

平成21年10月1日（木）

～

平成22年1月31日（日）

申込受付期間

「フレッツ・テレビ伝送
サービス」をご利用中
のフレッツ光の移転
に伴う工事費割引

項目

「フレッツ・テレビ伝送

サービス」の新設に

関わる工事費割引

割引工事費

無料フレッツ光の変更*と同時にフレッツ・テレビ伝送サービスを新設

6,000円
（税込6,300円）

既設のフレッツ光にフレッツ・テレビ伝送サービスを新設
フレッツ光

既設

無料フレッツ光の新設と同時にフレッツ・テレビ伝送サービスを新設
フレッツ光

新設

適用パターン

①「フレッツ・テレビ伝送サービス」の新設に関わる工事費

②「フレッツ・テレビ伝送サービス」利用中のフレッツ光の移転に伴う工事費

割引工事費

無料フレッツ・テレビ伝送サービス利用中のフレッツ光の移転

フレッツ光および

フレッツ・テレビ

伝送サービス

既設

適用パターン

２．割引となる工事費

１．申込受付期間、適用対象等

＊ 「フレッツ光」の回線終端装置の工事と同時に「フレッツ・テレビ伝送サービス」を新設する場合（サービス変更（Ｂフレッツ・フレッツ 光ネクスト間での
変更）、品目変更（Ｂフレッツ各タイプ間での変更、フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ・マンションタイプ間での変更）、移転）


