
平成 23 年 11 月 17 日 
「学校向け特別料金」の一部サービスにおける提供条件変更等について 

 

■NTT 東日本は、学校教育におけるインターネット接続環境の普及拡大に向けて平成 13 年 1 月よりフレッツサー

ビス及び専用サービスの「学校向け特別料金」※1 を提供してきましたが、「フレッツ 光ネクスト」の提供地域拡

大に伴い、「フレッツ 光ネクスト」等をご利用いただける地域においては、「Ｂフレッツ」等の一部サービスにつ

いて、平成 24 年 3 月 31 日（土）をもって新規お申込受付を終了いたします。 

■ネットワークの広帯域化による教育分野における ICT 利活用の更なる促進を目的として、｢Ｂフレッツ｣等から

「フレッツ 光ネクスト（学校向け特別料金）」への移行工事費の無料化※2に加え、平成24年4月1日(日)より「フ

レッツ・ＡＤＳＬ」から「フレッツ光（学校向け特別料金）」への移行工事費の無料化を実施いたします。 
 

※1 学校又はその設置者（県・市町村等）の名義の回線で学校に設置される場合、お申込みに基づき通常料金より低廉な料金にてサービスをご提供い

たします。なお、「学校向け特別料金」の提供対象校については（参考 1）をご参照下さい。 

※2 平成 23 年 4 月 1 日(金)より実施 

   

1. 「学校向け特別料金」における新規お申込受付の終了及び提供期間の延長について 

 

（１）新規お申込受付の終了日 

「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」、「Ｂフレッツ」、「フレッツ・ＡＤＳＬ」及び「ディジタルアクセス」（以下、

「対象サービス」といいます。）の「学校向け特別料金」における新規お申込受付を平成 24 年 3 月 31 日(土)※3

をもって終了いたします。 

 

対象サービス※4 新規お申込受付の終了日 

フレッツ 光ネクスト 

ファミリータイプ 

Ｂフレッツ 

フレッツ・ＡＤＳＬ 

ディジタルアクセス 

平成 24 年 3 月 31 日まで※3

 

※3 「フレッツ 光ネクスト」未提供エリアにおいては、提供エリアとなるまで新規販売を継続いたします。 

   （「Ｂフレッツ」提供エリアの「フレッツ・ＡＤＳＬ」及び「ビジネスイーサワイド」提供エリアの「ディジタルアクセス」は除きます） 

※4 「学校向け特別料金」における提供品目の詳細及び月額利用料金については（参考 2）をご参照下さい。 

 

（2）提供期間の延長 

対象サービスをご利用中のお客様及び平成 24 年 3 月 31 日(土)までにお申込いただいたお客様におかれま

しては平成 26 年 3 月 31 日(日) まで※5 提供期間を延長いたします。なお、「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイ

スピードタイプ」等、対象サービス以外の「学校向け特別料金」※6 につきましては、これまで通り、新規販売及び

サービスの提供を継続いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

対象サービス 
従来の提供期間及び 

新規お申込受付の終了日 
延長後の提供期間 

フレッツ 光ネクスト 

ファミリータイプ 

Ｂフレッツ 

フレッツ・ＡＤＳＬ 

ディジタルアクセス 

平成 13 年 1 月 1 日から 

平成 24 年 3 月 31 日まで 
平成 26 年 3 月 31 日まで 

 

※5 平成 24 年 4 月 1 日以降に「フレッツ 光ネクスト」を提供開始するエリアにおいては、提供開始年度の翌々年度末まで提供いたします。 

   （「ディジタルアクセス」については、「フレッツ 光ネクスト」もしくは「ビジネスイーサワイド」を提供開始する年度の翌々年度末まで提供いたします） 

※6 「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」、「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」及び「ビジネスイーサワイド」の「学校向け特別料金」に

ついては提供期間を定めておりません。 

 

2. 移行工事費の無料対象拡大について 

 

従来、「フレッツ 光ネクスト」又は「Ｂフレッツ」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」（「学

校向け特別料金」）及び「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」（「学校向け特別料金」）への移行に係る工事費

を無料にて提供しておりましたが、「フレッツ・ＡＤＳＬ」においても移行工事費を以下の通り無料といたします。 
 

移行前 移行後 移行工事費 移行工事費の変更日 

フレッツ 

光ネクスト 

・ビジネスタイプ（「学校向け特別料金」）

・ファミリー・ハイスピードタイプ       

（「学校向け特別料金」） 

・フレッツ・ＡＤＳＬ

（「通常料金」・「学

校向け特別料金」）  
Ｂフレッツ 

・ハイパーファミリータイプ          

（「学校向け特別料金」）※7 

無料※8※9 平成 24 年 4 月 1 日 

 

※7 フレッツ 光ネクストが未提供エリアの場合に限ります。 

※8 無料の対象となるのは、平成 24 年 4 月 1 日(日)以降に、「学校向け特別料金」にて提供される「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 ビジネスタイプ」にお申込をされ、ご加入いただいた場合に限ります。 

※9 工事の内容によっては別途費用が発生する場合があります。 

 

3.お問い合わせ先 

 

（1）フレッツサービスに関するお問い合わせ先 

 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 

  営業時間：午前 9 時～午後 9 時 土日・祝日も営業 

   （年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日を除きます） 

 

（2）専用サービスに関するお問い合わせ先  

  0120-071400 

  営業時間：午前 9 時～午後 5 時 

   （土日・祝日・年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日を除きます） 

 

 



 

 

（参考 1） 「学校向け特別料金」提供対象校の詳細について 
 

学校向けサービスメニューの提供対象校の扱いについては、 

・児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に基づく保育所。 

・学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、

聾学校、養護学校、大学、幼稚園若しくはこれらに相当する学校として当社が別に定める学校とします。 

なお、当社が別に定める学校については、具体的には次のとおりです。 
・ 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 115 条に定める高等専門学校 

・ 学校教育法（同上）第 126 条に定める高等専修学校 

・ 学校教育法（同上）第 126 条に定める専門学校 

・ 防衛省設置法（昭和 29 年法律第 164 号）第 15 条に定める防衛大学校 

・ 防衛省設置法（同上）第 16 条に定める防衛医科大学校 

・ 独立行政法人海技教育機構法（平成 11 年法律 214 号）に定める海技大学校 

・ 独立行政法人航空大学校法（平成 11 年法律 215 号）に定める航空大学校 

・ 国土交通省組織令（平成 12 年政令 255 号）第 191 条に定める航空保安大学校 

・ 国土交通省組織令（平成 12 年政令 255 号）第 234 条に定める気象大学校 

・ 国土交通省組織令（平成 12 年政令 255 号）第 254 条に定める海上保安大学校 

・ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法（平成 11 年法律 192 号）に定める農業者大学校 

・ 独立行政法人水産大学校法（平成 11 年法律 191 号）に定める水産大学校 

・ 職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 27 条に定める職業能力開発総合大学校 

・ 職業能力開発促進法（同上）第 15 条の６第１項第３号に定める職業能力開発大学校 

・ 職業能力開発促進法（同上）第 15 条の６第１項第２号に定める職業能力開発短期大学校 

・ 在日外国人等を対象とした学校（インターナショナルスクール等）であって、日本又は外国の小・中・高等学校及び

大学に相当する教育を行っているもの 

 また、本特別料金の対象となる回線は、これらの学校の名義もしくはその設置者の名義の回線であって、少なく

とも一端がその学校に設置されているものとします。なお、ご契約にあたり、回線数の制約はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考 2） 「学校向け特別料金」対象サービス及び料金 

 

提供品目 学校向け特別料金 （参考）通常料金 

ビジネスタイプ 
28,800 円（税込 30,240 円） 

（回線終端装置、屋内配線利用料含む） 
41,100 円（税込 43,155 円）

ファミリー 

ハイスピードタイプ 

3,600 円（税込 3,780 円） 

（回線終端装置、屋内配線利用料含む） 
5,200 円（税込 5,460 円）フレッツ 光ネクスト 

ファミリータイプ 
3,900 円（税込 4,095 円） 

（回線終端装置、屋内配線利用料含む） 
5,200 円（税込 5,460 円）

スクールタイプ 

（ベーシック） 

7,700 円（税込 8,085 円） 

（回線終端装置、屋内配線利用料含む） 
10,100 円（税込 10,605 円）

ハイパーファミリータイプ 
3,900 円（税込 4,095 円） 

（回線終端装置、屋内配線利用料含む） 
5,200 円（税込 5,460 円）Ｂフレッツ 

ニューファミリータイプ 
3,900 円（税込 4,095 円） 

（回線終端装置、屋内配線利用料含む） 
5,200 円（税込 5,460 円）

モアⅢ 
2,550 円（税込 2,677.5 円） 

（NW2,230 円+ﾓﾃﾞﾑ 270 円+ｽﾌﾟﾘｯﾀ 20 円+配線 30 円） 
3,400 円（税込 3,570 円）

モアⅡ 
2,500 円（税込 2,625 円） 

（NW2,180 円+ﾓﾃﾞﾑ 270 円+ｽﾌﾟﾘｯﾀ 20 円+配線 30 円） 
3,350 円（税込 3,517.5 円）

モア 
2,400 円（税込 2,520 円） 

（NW2,130 円+ﾓﾃﾞﾑ 220 円+ｽﾌﾟﾘｯﾀ 20 円+配線 30 円） 
3,250 円（税込 3,412.5 円）

８Ｍタイプ 
2,350 円（税込 2,467.5 円） 

（NW2,080 円+ﾓﾃﾞﾑ 220 円+ｽﾌﾟﾘｯﾀ 20 円+配線 30 円） 
3,200 円（税込 3,360 円）

電話共用型 

１．５Ｍタイプ 
2,300 円（税込 2,520 円） 

（NW2,030 円+ﾓﾃﾞﾑ 220 円+ｽﾌﾟﾘｯﾀ 20 円+配線 30 円） 
3,150 円（税込 3,307.5 円）

モアⅢ 
3,500 円（税込 3,675 円） 

（NW3,200 円+ﾓﾃﾞﾑ 270 円+配線 30 円） 
5,600 円（税込 5,880 円）

モアⅡ 
3,400 円（税込 3,575 円） 

（NW3,100 円+ﾓﾃﾞﾑ 270 円+配線 30 円） 
5,500 円（税込 5,775 円）

モア 
3,300 円（税込 3,465 円） 

（NW3,050 円+ﾓﾃﾞﾑ 220 円+配線 30 円） 
5,350 円（税込 5,617.5 円）

８Ｍタイプ 
3,200 円（税込 3,360 円） 

（NW2,950 円+ﾓﾃﾞﾑ 220 円+配線 30 円） 
5,250 円（税込 5,523 円）

フレッツ・ＡＤＳＬ 

専用型 

１．５Ｍタイプ 
3,100 円（税込 3,255 円） 

（NW2,850 円+ﾓﾃﾞﾑ 220 円+配線 30 円） 
5,050 円（税込 5,302.5 円）

タイプ 1 45,600 円（税込 47,880 円） 152,000 円（税込 159,600 円）
1500 

タイプ２ 48,600 円（税込 51,030 円） 162,000 円（税込 170,100 円）

タイプ 1 19,000 円（税込 19,950 円） 38,000 円（税込 39,900 円）
128 

タイプ２ 20,500 円（税込 21,525 円） 41,000 円（税込 43,050 円）

タイプ 1 14,000 円（税込 14,700 円） 28,000 円（税込 29,400 円）

ディジタルアクセス 

64 
タイプ２ 15,500 円（税込 16,275 円） 31,000 円（税込 32,550 円）

シングル 10,500 円（税込 11,025 円） 15,000 円（税込 15,750 円）
1M 

デュアル 21,000 円（税込 22,050 円） 30,000 円（税込 31,500 円）

シングル 16,100 円（税込 16,905 円） 23,000 円（税込 24,150 円）
10M 

デュアル 26,600 円（税込 27,930 円） 38,000 円（税込 39,900 円）

シングル 28,000 円（税込 29,400 円） 40,000 円（税込 42,000 円）
100M 

デュアル 42,000 円（税込 44,100 円） 60,000 円（税込 63,000 円）

シングル 150,500 円（税込 158,025 円） 215,000 円（税込 225,750 円）

ビジネスイーサワイド 

（アクセス回線部分） 

1G 
デュアル 175,000 円（税込 183,750 円） 250,000 円（税込 262,500 円）

※網掛け部分：今回の提供条件変更対象サービスとなります。 

※白抜き部分：提供条件が継続となる対象サービスとなります。 


