
平成 22 年 10 月 14 日 

 
 

「フレッツ光」マンションタイプ ミニのサービス提供条件の見直し等について 
～より小規模な集合住宅等にお住まいのお客様へご利用対象を拡大～ 

 
■NTT 東日本は、平成 22 年 10 月 15 日（金）より、集合住宅等に提供している「フレッツ光」マンションタイプ ミ

ニ※1 の提供条件を、現行の「6 以上の契約が見込める場合」から、「4 以上の契約が見込める場合」へ拡大しま

す。 
■これにより、従来に比べより小規模な集合住宅等にお住まいのお客様へ「フレッツ光」マンションタイプ ミニの

ご提供が可能となり、今まで以上に幅広いお客様にご利用いただけます。 
■また、平成 22 年 10 月 15 日（金）から平成 23 年 1 月 31 日（月）までの間に「フレッツ光」ファミリータイプ等※2

から「フレッツ光」マンションタイプ（全プラン）※3 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

事費を無料とします。 
 

※1 「フレッツ 光ネクスト」マンション・ハイスピードタイプ ミニ／マンションタイプ ミニ、「Ｂフレッツ」マンションタイプ ミニ／マンションタイプ ミニハイパ

ーが対象。 
※2 「フレッツ 光ネクスト」ビジネスタイプ／ファミリー・ハイスピードタイプ／ファミリータイプ、「Ｂフレッツ」ひかり電話ビジネスタイプ対応を含むビジネス

タイプ／ひかり電話ビジネスタイプ対応を含むベーシックタイプ／ハイパーファミリータイプ／ニューファミリータイプが対象。 
※3 「フレッツ 光ネクスト」マンション・ハイスピードタイプ ミニ・プラン 1・プラン 2／マンションタイプ ミニ・プラン 1・プラン 2、「Ｂフレッツ」マンションタイプ 

ミニ・プラン 1・プラン 2・ミニハイパー・プラン 1 ハイパー・プラン 2 ハイパーが対象。 

 
１．「フレッツ光」マンションタイプ ミニのサービス提供条件の見直し 

（1） 概要 
これまで 6 以上の契約が見込まれる集合住宅等にお住まいのお客様へ「フレッツ光」マンションタイプを

ご提供しておりましたが、この度、より多くのお客様に「フレッツ光」マンションタイプをご利用いただくため、

「フレッツ光」マンションタイプ ミニの提供条件を、現行の「6 以上の契約が見込める場合」から、「4 以上の

契約が見込める場合」へ拡大します。 
 

（2） 変更内容 
 

提供条件 
対象品目 

変更後 変更前 
フレッツ 光ネクスト  

マンション・ハイスピードタイプ ミニ 
マンションタイプ ミニ 

Ｂフレッツ  
マンションタイプ ミニ 
マンションタイプ ミニハイパー 

集合住宅またはビル単位に 
4 以上の契約が見込まれる場合 

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 

＊ 提供料金等、上記以外の条件の変更はありません。（提供料金については【別紙１】をご参照ください。） 

 
（3） 適用開始日 

平成 22 年 10 月 15 日（金） 
 
 
 



２．「フレッツ光」マンションタイプへの品目変更に係わる工事費について 
「フレッツ光」ファミリータイプ等をご利用のお客様が、平成 22 年 10 月 15 日（金）から平成 23 年 1 月 31 日

（月）の間に「フレッツ光」マンションタイプ（全プラン）への品目変更をお申し込みいただいた場合に適用となる

工事費を無料とします。詳細は【別紙 2】をご参照ください。 
 
３．本件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先 

http://flets.com/ （フレッツ公式ホームページ） 
 

（2） 電話によるお問い合わせ先   
0120－116116（年末年始（12/29～1/3）を除き、午前 9 時～午後 9 時） 

   
 

【別紙 1】 「フレッツ光」マンションタイプ ミニの提供料金 
【別紙 2】 「フレッツ光」マンションタイプ（全プラン）への品目変更に係わる工事費について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://flets.com/


【別紙 1】 「フレッツ光」マンションタイプ ミニの提供料金 
 
 

サービス名 月額利用料 機器利用料
※1 合計 

フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピードタイプ 

ミニ（光配線方式） 

ミニ（光配線方式） 

3,500 円

（税込 3,675 円）

900 円 
（税込 945 円） 

4,400 円

（税込 4,620 円）

ミニ（VDSL 方式） 3,500 円

（税込 3,675 円）

350 円 
（税込 367.5 円） 

3,850 円

（税込 4,042.5 円）

フレッツ 光ネクスト 
マンションタイプ 

ミニ（LAN 配線方式） 3,500 円

（税込 3,675 円）
― 

3,500 円

（税込 3,675 円）

ミニハイパー 
（光配線方式） 

3,500 円

（税込 3,675 円）

900 円 
（税込 945 円） 

4,400 円

（税込 4,620 円）

ミニ（VDSL 方式） 3,500 円

（税込 3,675 円）

350 円 
（税込 367.5 円） 

3,850 円

（税込 4,042.5 円）

Ｂフレッツ マンションタイプ 

ミニ（LAN 配線方式） 3,500 円

（税込 3,675 円）
― 

3,500 円

（税込 3,675 円）

 
※1 光配線方式は「回線終端装置利用料」、VDSL 方式は「VDSL 装置利用料」となります。 

なお、このほかお客様の環境によってはルータ等の装置が必要となる場合があります。 
＊ 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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【別紙 2】 「フレッツ光」マンションタイプ（全プラン）への品目変更に係わる工事費について 
 

 

（1）に該当するお客様に（2）の工事費を適用します。 
 
 

（1） 申込受付期間及び適用対象 
申込受付期間※1 適用対象 

平成 22 年 10 月 15 日（金） 
~ 

平成 23 年 1 月 31 日（月） 

申込受付期間中に、「フレッツ光」ファミリータイプ等※2
から「フレッツ光」マンションタイプ（全

プラン）※3
へ品目変更をお申し込みいただき、平成 23 年 7 月 31 日（日）までに工事が完了

したお客様 

 
※1 平成 23 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 「フレッツ 光ネクスト」ビジネスタイプ／ファミリー・ハイスピードタイプ／ファミリータイプ、「Ｂフレッツ」ひかり電話ビジネスタイプ対応を含むビジ

ネスタイプ／ひかり電話ビジネスタイプ対応を含むベーシックタイプ／ハイパーファミリータイプ／ニューファミリータイプが対象。 
※3 「フレッツ 光ネクスト」マンション・ハイスピードタイプ ミニ・プラン 1・プラン 2／マンションタイプ ミニ・プラン 1・プラン 2、「Ｂフレッツ」マンションタ

イプ ミニ・プラン 1・プラン 2・ミニハイパー・プラン 1 ハイパー・プラン 2 ハイパーが対象。 
 

（2） 無料となる工事費 
 

①「フレッツ光」の品目変更工事費 
（1）の申込受付期間中に、「フレッツ光」ファミリータイプ等から「フレッツ光」マンションタイプ（全プラン）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無料とします。 
＊ 学校向け特別料金プランは、適用対象外となります。 
＊ 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。 
＊ 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。 
 

②「ひかり電話」の工事費 
現在「ひかり電話」をご利用中で、（1）の申込受付期間中に、「フレッツ光」ファミリータイプ等から「フレッツ

光」マンションタイプ（全プラン）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交換機等工事費
※4、機器工事費※5 を無料とします。 
 
※4 ＮＴＴ東日本の所内設備に係わる工事費 
※5 ひかり電話ルータの設置・設定（インターネット接続設定および、ひかり電話ルータが無線 LAN タイプである場合のルータへの無線 LAN 設定を 

含む）、電話機の接続及び接続試験に係る工事費 
 

＊ 「ひかり電話オフィスタイプ」、「ひかり電話オフィスＡ（エース）」、「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。 
＊ 「ひかり電話」の基本工事費は無料対象外です。ただし、「フレッツ光」と「ひかり電話」の工事を同時に行う場合、減額となります。 
  ・弊社がお伺いして工事を行なう場合の「ひかり電話」の基本工事費：4,500 円（税込 4,725 円） 
  ・弊社がお伺いしない場合の「ひかり電話」の基本工事費：1,000 円（税込 1,050 円） 
＊ 「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） 
 

③「フレッツ・テレビ伝送サービス」の工事費 
現在「フレッツ・テレビ伝送サービス」をご利用中で、（1）の申込受付期間中に、「フレッツ光」ファミリータイ

プ等から「フレッツ光」マンションタイプ（全プラン）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

交換機等工事費を無料とします。 
＊ フレッツ・テレビ伝送サービスの交換機等工事費（1,000 円〔税込：1,050 円〕）が無料となるフレッツ光の品目変更パターンは以下のとおりです。 

・「B フレッツ」ハイパーファミリータイプから「B フレッツ」マンションタイプへの品目変更 
・「フレッツ光 ネクスト」ファミリー・ハイスピードタイプ／ファミリータイプから「フレッツ光 ネクスト」マンション・ハイスピードタイプ／マンションタイ 

プへの品目変更 
・「B フレッツ」ハイパーファミリータイプから「フレッツ光 ネクスト」マンション・ハイスピードタイプ／マンションタイプへの品目変更 
・「フレッツ光 ネクスト」ファミリー・ハイスピードタイプ／ファミリータイプから「B フレッツ」マンションタイプへの品目変更 

 

http://flets.com/hikaridenwa/charge/initial.html

