
   平成 21 年 9 月 30 日 

 

 

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び 

「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ」の提供等について 
 

 
 
■NTT 東日本は、「フレッツ 光ネクスト」の新たなメニューとして、最大通信速度が下り（ダウンロード）200Mbps

の「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイ

プ」（以下、本サービス）を平成 21 年 10 月 1 日（木）より提供開始します。 
■本サービスの提供と合わせて「フレッツ光※1」の屋内配線利用料をお客様により分かり易く見直すとともに、一

部の「フレッツ光」サービスの月額利用料を変更します。 
 
 

※1 「フレッツ光」は NTT 東日本が提供する「フレッツ 光ネクスト」及び「B フレッツ」の総称です。 

 
 
 

＜本サービス提供開始について＞ 
1．本サービスの概要 

NTT 東日本では、現在戸建て向けの「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」及び集合住宅向けの「フレッツ 光

ネクスト マンションタイプ」を提供しております。 
本サービスは、これらのサービスと同額で、下り（ダウンロード）の最大通信速度を従来の 100Mbps※2 から

200Mbps※2※3 に向上し、特にインターネットによる動画や音楽、ゲームのダウンロードをより快適にご利用いた

だけるサービスです。 
本サービスは、平成 21 年 10 月 1 日（木）より東京エリアから提供を開始し、順次「フレッツ 光ネクスト」提供全

エリアに拡大します。 
 
 
＊ 本サービスのサービスイメージは【別紙 1】をご参照ください。 
＊ 100Mbps 以上の通信速度を実現するためには、1000BASE-T のインタフェースに対応したパソコンもしくはルータ等が必要となります。また、パソコ

ン等お客様機器と回線終端装置（ONU）をカテゴリ 5e 以上の LAN ケーブルで接続する必要があります。なお、100Mbps の通信速度に対応した環

境でもご利用いただくことは可能ですが、最大通信速度は 100Mbps となります。 
＊ 「マンション・ハイスピードタイプ」は光配線方式でのご利用となります。また、既に「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ （光配線方式）」が提供され

ている集合住宅等においても、「マンション・ハイスピードタイプ」をご利用いただけます。 
※2 最大 100Mbps 及び最大 200Mbps とはお客様宅内に設置する弊社回線終端装置から弊社設備までの間における技術規格上の最大値です。実使

用速度は、お客様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。 
※3 Ethernet 上の PPP セッションあたりの最大通信速度です。また、上り方向（アップロード）の最大通信速度は 100Mbps となります。 

 
 
 
 
 
 



2．料金等 
（1）提供月額料金 

サービス名 月額利用料 
屋内配線 
利用料 

回線終端装置 
利用料 

合計 

フレッツ 光ネクスト 
ファミリー・ハイスピードタイプ 

4,100 円

（税込 4,305 円）

200 円

（税込 210 円）

5,200 円

（税込 5,460 円）

ミニ※4 3,500 円

（税込 3,675 円） ―
4,400 円

（税込 4,620 円）

プラン 1※5
2,900 円

（税込 3,045 円） ―
3,800 円

（税込 3,990 円）

フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピー 
ドタイプ 

プラン 2※6
2,500 円

（税込 2,625 円） ―

900 円 
（税込 945 円） 

3,400 円

（税込 3,570 円）
  
  ※4 同一の集合住宅またはビル単位に 6 以上の契約が見込まれる場合に提供 
  ※5 同一の集合住宅またはビル単位に 8 以上の契約が見込まれる場合に提供 
  ※6 同一の集合住宅またはビル単位に 16 以上の契約を代表者から一括申し込みが可能な場合に提供 

 
   ＊ インターネットをご利用される場合は別途インターネットサービスプロバイダとの契約及び利用料金が必要となります。サービスメニューごとに対応

プロバイダは異なりますのでご注意ください。 
  ＊ 本料金表には、商品毎の消費税込みの総額を表示していますが、複数の商品をお買い求めのお客様は、お手元で計算された額と実際のご請求額

が異なる場合があります。 

 
（2）初期費用 
  <1>契約料  800 円 （税込 840 円）  
  <2>工事費            0 円※7 
 
  ※7 平成 22 年 1 月 31 日（日）までに新規でお申し込みいただき、「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」は平成 22 年 4 月 30 日（金）ま

でに、「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ」は平成 22 年 7 月 31 日（土）までに開通された場合の代表的な工事に適用される金額で

あり、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。なお、平成 22 年 2 月以降にお申し込みの場合の工事費については別途お知

らせします。 
 

 ＊ 初期工事費無料とは、「本サービス」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、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、一定期間の継続利用を必要とせず、工事費を無料としないプランもございます。 
 ＊ 初期工事費については【別紙 2】をご参照ください。 

 
3．申込受付開始日、提供開始日及びエリア展開について 
 

提供エリア 受付開始日 提供開始日 
東京 平成 21 年 10 月 1 日（木） 平成 21 年 10 月 1 日（木） 
神奈川、山梨 平成 21 年 10 月 13 日（火） 平成 21 年 10 月 20 日（火） 
千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、長野、

新潟 
平成 21 年 10 月 20 日（火） 平成 21 年 11 月 1 日（日） 

宮城、福島、岩手、青森、山形、秋田、

北海道 
平成 21 年 11 月 13 日（金） 平成 21 年 11 月 20 日（金） 

 
  ＊ フレッツ 光ネクスト提供エリアについては、http://flets.com/next/of_area.html をご確認ください。 
  ＊ 設備状況によっては、サービスをご利用いただけない場合や、お申し込みから提供までに日数がかかる場合があります。 

 
 
 
 



4．「はじめよう！フレッツ キャンペーン」等の適用について 
 
  本サービスにおける平成 21 年 10 月１日（木）からの申し込み受付について、「はじめよう！フレッツ キャンペ

ーン」等を適用します。詳細は【別紙 2】をご参照ください。 
 
5．本サービスに関するお問い合わせ先について 
 

（1）インターネットによるお問い合わせ  【フレッツ公式ホームページ】  
     http://flets.com/ 
 

（2）電話によるお問い合わせ  0120－116116 
営業時間：午前 9 時～午後 9 時 土日・祝日も営業  
  （年末年始 12/29～1/3 を除きます）  

 
 
＜屋内配線利用料の見直し等について＞ 
1.屋内配線利用料の見直し  
  従来の「フレッツ光」における屋内配線利用料は、設備形態に応じて加算料を設定しておりましたが、この度、

以下の通りサービス品目ごとの料金に見直します。 
 

 【見直し前】 
 種別 月額料金 

基本料 200 円（税込 210 円）屋内配線利用料 
加算料 800 円（税込 840 円）

 
 
【見直し後】 

 品目名 月額料金 
ビジネスタイプ 1,000 円

（税込 1,050 円）

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 

200 円

（税込 210 円）

ビジネスタイプ※8 
ベーシックタイプ※8 

1,000 円

（税込 1,050 円）

屋内配線利用料 

Ｂフレッツ 

ハイパーファミリータイプ 
ニューファミリータイプ 
ファミリータイプ 

200 円

（税込 210 円）

 
※8 「Ｂフレッツ ビジネスタイプ ひかり電話ビジネスタイプ対応」、「Ｂフレッツ ベーシックタイプ ひかり電話ビジネスタイプ対応」を含みます。 

 
＊ 「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ 光配線方式」及び「Ｂフレッツ マンションタイプ 光配線方式」では、見直し前は加算料が適用 

される場合がございましたが、見直し後は加算料の適用はございません。 

 
 
 
 
 



 
2.月額利用料の変更 
  「フレッツ光」の以下のサービス品目の月額利用料を変更します。 

 
【見直し前】 

品目名 月額料金 
フレッツ 光ネクスト  ビジネスタイプ 40,000 円（税込 42,000 円） 

ビジネスタイプ 40,000 円（税込 42,000 円） 
ビジネスタイプ ひかり電話

ビジネスタイプ対応 
47,000 円（税込 49,350 円） 

ベーシックタイプ 9,000 円（税込 9,450 円） 

Ｂフレッツ 

ベーシックタイプ  ひかり電

話ビジネスタイプ対応 
16,000 円（税込 16,800 円） 

 
 

【見直し後】 
品目名 月額料金 

フレッツ 光ネクスト  ビジネスタイプ 39,200 円（税込 41,160 円） 
ビジネスタイプ 39,200 円（税込 41,160 円） 
ビジネスタイプ ひかり電話

ビジネスタイプ対応 
46,200 円（税込 48,510 円） 

ベーシックタイプ 8,200 円（税込 8,610 円） 

Ｂフレッツ 

ベーシックタイプ  ひかり電

話ビジネスタイプ対応 
15,200 円（税込 15,960 円） 

 
 
3.実施日 
  平成 21 年 10 月 1 日（木）より適用 
 
4.屋内配線利用料見直しに関するお問い合わせ先について 

電話によるお問い合わせ  0120－116116 
営業時間：午前 9 時～午後 9 時 土日・祝日も営業  
  （年末年始 12/29~1/3 を除きます）  
 

【別紙 1】 「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピー

ドタイプ」サービスイメージについて 
【別紙 2】 「はじめよう！フレッツ キャンペーン」等について 
 

 



マンション・
ハイスピードタイプ

ミニ※3、プラン1※4、プラン2※5

（光配線方式）

マンション・
ハイスピードタイプ

ミニ※3、プラン1※4、プラン2※5

（光配線方式）

ＮＧＮＮＧＮ

ファミリータイプ
（平成20年3月より提供中）

ファミリータイプ
（平成20年3月より提供中）

インターネット

ISP事業者様網

光ファイバ
<1Gbps※1>

最大通信速度
100Mbps※1

（上り下り）

光ファイバ
<1Gbps※1>

回線終端装置等

最大通信速度
100Mbps※1

（上り下り）

回線終端装置等

既存サービス

マンションタイプ
ミニ※3、プラン1※4、プラン2※5

（光配線方式）
（平成20年3月より提供中）

マンションタイプ
ミニ※3、プラン1※4、プラン2※5

（光配線方式）
（平成20年3月より提供中）

本サービス既存サービス

回線終端装置等 回線終端装置等 回線終端装置等

ファミリー・
ハイスピードタイプ

ファミリー・
ハイスピードタイプ

SP

本サービス

最大通信速度
200Mbps※1※2（下り）
100Mbps※1（上り）

回線終端装置等

SP

最大通信速度
200Mbps※1※2（下り）
100Mbps※1（上り）

※1 1Gbps、最大200Mbps、最大100Mbpsとは、お客様宅内に設置する弊社回線終端装置から弊社設備までの間における
技術規格上の最大値です。
インターネット利用時等の実使用速度は、お客様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ございます。

※2 Ethernet上のPPPセッションあたりの最大通信速度です。
※3 同一の集合住宅またはビル単位に6以上の契約が見込まれる場合に提供
※4 同一の集合住宅またはビル単位に8以上の契約が見込まれる場合に提供
※5 同一の集合住宅またはビル単位に16以上の契約を代表者から一括申し込みが可能な場合に提供
＊ マンション・ハイスピードタイプ（光配線方式）については、従来のマンションタイプ（光配線方式）と同一の集合住宅内で

混在することが可能です。

【別紙１】

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び
「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ」のサービスイメージ



【別紙 2】「はじめよう！フレッツ キャンペーン」等について 
 
（1）「はじめよう！フレッツ キャンペーン」について 

申込受付期間中に、以下のサービスを新規にお申し込みいただいたお客様を対象に、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。 
 
 
■無料適用期間および申込受付期間、適用対象 

 無料適用期間 申込受付期間 適用対象
*3 

フレッツ 光ネクスト 
ファミリー・ハイスピードタイプ 

申込受付期間中に 
新規にお申し込みいただき、 
平成 22 年 4 月 30 日（金） 
までに開通したお客様 

フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピードタイプ 

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 

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様 

＊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 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 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様は、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。 

 
 

※ 「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ」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。 
※ 初期工事費無料とは、「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイ

プ」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、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、一定期間の継続利用を必要とせず、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。 

 
 
■無料対象となる利用料 

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイ

プ」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 
 
 
 



（2）「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイ

プ」の工事費について 
 
<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、以下のサービスを新規にお申し込みいただいたお客様に適用となる工事費を無料とし

ます。 
 
■申込受付期間、適用対象及び適用工事費 

 申込受付期間
*4 適用対象 工事費

*5～7 

フレッツ 光ネクスト 
ファミリー・ハイスピードタイプ 

申込受付期間中に新規にお申し込

みいただき、平成 22 年 4 月 30 日

（金）までに開通したお客様 

フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピードタイプ 

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様 

無料 
（税込 0 円） 

※ 「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。お客様のご都合により、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。 
※ 短期利用を希望されるお客様向けに、一定期間の継続利用を必要とせず、上記工事費を適用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様は、工事費無料の適用対象外となる場合があります。 
※ 新サービス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。 
※ 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。 

 
 
<2>移転申込時に適用となる工事費について 

申込受付期間中に、以下のサービス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無料と

します。 
 
■申込受付期間、適用対象及び適用工事費 

 申込受付期間
*4 適用対象 工事費

*5～6 

フレッツ 光ネクスト 
ファミリー・ハイスピードタイプ 

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様 

フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピードタイプ 

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様 

無料 
（税込 0 円） 

※ 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。 

 
＊4 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。 
＊5 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。 
＊6 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。 
＊7 別途契約料 800 円（税込 840 円）が必要です。 

 
 



（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・ハイスピードタイプ」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 ヵ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様を対象に、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。 
 
■無料適用期間及び申込受付期間、適用対象 

無料適用期間 申込受付期間 適用対象 

品目変更完了月の翌月から 
3 ヵ月間 

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・ハイスピードタイプ」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様 

 
■無料対象となる利用料 

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」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 ファミリー・ハイスピードタイプ」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。 
 
■申込受付期間、適用対象及び適用工事費 

申込受付期間
*8 適用対象 

申込受付期間中の 
品目変更工事費

*9 

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・ハイスピードタイプ」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様 

5,550 円 
（税込 5,827.5 円） 

※ 学校向け特別料金プランは、本工事費の適用対象外となります。 
※ 本工事費には、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。 

 
＊8 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。 
＊9 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。  

 
 
 
 
 



（4）「ひかり電話」の工事費について 

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様、及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様に適用となる機器工事費等を無料とします。 
 
■申込受付期間、適用対象 

 申込受付期間 適用対象
*10 

フレッツ 光ネクスト 
ファミリー・ハイスピードタイプ 

申込受付期間中に 
ひかり電話をお申し込みいただき、 
平成 22 年 4 月 30 日（金） 
までに開通したお客様 

フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピードタイプ 

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） 
までに開通したお客さま 

＊10 「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。 

 
 
■無料となる工事費 

「ひかり電話」に関する「交換機等工事費*11」「機器工事費*12」の各工事費 
 

＊11 ＮＴＴ東日本の所内設備に係わる工事費 
＊12 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 

 
※「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） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（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。 
 
■申込受付期間、適用対象等 

項目 申込受付期間 適用対象 ご利用開始期限 割引工事費 

「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 

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

開始したお客様 

適用となる割引工

事費は以下の「割

引となる工事費」

の①を参照 

「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 

平成 21 年 10 月 1 日

（木） 
~ 

平成 22 年 1 月 31 日

（日） 

「フレッツ・テレビ伝送サー

ビス」をご利用中のお客様

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

ったお客様 

○フレッツ 光ネクスト ファミ

リー・ハイスピードタイプ 
⇒平成 22 年 4 月 30 日（金） 
 
○フレッツ 光ネクスト マンシ

ョン・ハイスピードタイプ 
⇒平成 22 年 7 月 31 日（土） 

適用となる割引工

事費は以下の「割

引となる工事費」

の②を参照 

 
■割引となる工事費 

①「フレッツ・テレビ伝送サービス」の新設に係わる工事費 
適用パターン 割引工事費 

フレッツ光新設 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 
無料 

（税込 0 円） 

フレッツ光の回線終端装置の工事を伴わない場合 
6,000 円 

（税込 6,300 円） 
フレッツ光既設 

フレッツ光の回線終端装置の工事を伴う場合＊13 
無料 

（税込 0 円） 

 
＊13 「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」から「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び「フレッツ 光ネクスト マン

ションタイプ（光配線方式）」から「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ」への品目変更（移転と同時工事の場合

を除く）の場合、割引工事費は 1,500 円（税込 1,575 円）〔工事費の内訳（税別）基本工事費 0 円、交換機等工事費 1,000 円、

映像用回線終端装置工事費 500 円〕となります。 
 

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 
適用パターン 割引工事費 

フレッツ光及びフレッツ・テレ

ビ伝送サービス既設 
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 

無料 
（税込 0 円） 

 
 
 
 



（6）「Ｂフレッツ ファミリータイプ」から「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び「フレッツ 光ネク

スト マンション・ハイスピードタイプ」への変更における特典について 
 

<1>月額利用料等 3 ヵ月無料について 
申込受付期間中に以下のサービスへの変更をお申し込みいただいた場合、月額利用料等の各利用料を変

更工事完了月の翌月から 3 ヵ月間無料とします。 
 

■無料適用期間、申込受付期間および適用対象 
無料適用期間 申込受付期間 適用対象 

変更工事完了月の 
翌月から 3 ヵ月間 

平成 21 年 10 月 1 日（木） 
～ 

平成 22 年 6 月 30 日（水） 

申込受付期間中に 
「Ｂフレッツ ファミリータイプ」から 
「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」

及び「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタ

イプ」へ変更をお申し込みいただいたお客様 

 
■無料対象となる利用料*14 

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイ

プ」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 

 
＊14 インターネットのご利用にあたっては、別途インターネットサービスプロバイダとの契約および利用料金が必要となります。 

 
 

<2>工事費無料について 
申込受付期間中に以下のサービスへ変更をお申し込みいただいた場合、工事費を無料*15 とします。 
 

＊15 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。 

 
■申込受付期間および適用対象 

申込受付期間 適用対象 

平成 21 年 10 月 1 日（木） 
～ 

平成 22 年 6 月 30 日（水） 

申込受付期間中に 
「Ｂフレッツ ファミリータイプ」から 
「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び「フレッツ 光ネクス

ト マンション・ハイスピードタイプ」へ変更をお申し込みいただいたお客様 

 
 
 
 
 
 
 
 



（7）「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」から「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」及び 

 「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ（光配線方式）」から「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイ

プ」への品目変更に係わる工事費割引について 
 

申込受付期間中に、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」から「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピー

ドタイプ」及び「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ（光配線方式）」から「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイ

スピードタイプ」への品目変更をお申し込みいただいたお客様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、適用対象及び適用工事費 

申込受付期間
*16 適用対象 

申込受付期間中の 
品目変更工事費

*17*18*19 

申込受付期間中に 
「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」から 
「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」 
への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様 
平成 21 年 10 月 1 日（木） 

~ 
平成 22 年 1 月 31 日（日） 

申込受付期間中に 
「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ（光配線方式）」から 
「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ」 
への品目変更をお申し込みいただき、平成 22 年 7 月 31 日（土）まで

に工事が完了したお客様 

2,000 円 
（税込 2,100 円） 

 
＊16 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。 
＊17 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。  
＊18 ひかり電話ルータや無線 LAN カード、及びひかり電話オフィスタイプ対応機器に関する工事費を含みます。ただし、お客様のご要 

望による端末変更工事は対象外となります。 
＊19 回線終端装置等の工事を伴う品目変更工事と併せて、他サービス（フレッツ・テレビ等）の同時工事がある場合は、品目変更工事

費は 5,500 円（基本工事費 4,500 円、交換機等工事費 1,000 円）となります。 


