
 
平成 24 年 2 月 20 日 

 

「フレッツ光」の新たな料金プラン「にねん割」の提供開始及び 

フレッツ光メンバーズクラブポイントの変更について 
 

～「フレッツ光」の継続利用でますますお得に！～ 

 

■ＮＴＴ東日本は「フレッツ 光ネクスト」、「Ｂフレッツ」の戸建向けサービスについて、24 ヵ月単位での継続利用

をお約束いただくことで、月々のご利用料金がお得になる新たな料金プラン「にねん割」を平成 24 年 3 月 1 日

（木）より提供開始します。 
 

 

■また、フレッツ光メンバーズクラブ会員には、平成 24 年 3 月以降の会員継続年数に応じてポイント数が加算さ

れる新たなマンスリーポイントを提供いたします。（貯まったポイントはＮＴＴ東日本サービスへの料金支払い

にもお使いいただけます。） 
 

 

■「にねん割」をご利用いただき、またフレッツ光メンバーズクラブにご加入いただくことで、実質的に「フレッツ・Ａ

ＤＳＬ」並みの料金となり、ますますお得にフレッツ光をご利用いただけます。 

 

 

1. 「にねん割」のプラン概要等 
  

（1） 概要 
 

プラン名 サービス内容 

にねん割 

「フレッツ 光ネクスト」、「Ｂフレッツ」の戸建向けサービスにつ

いて 24 ヵ月単位での継続利用をお約束いただくことで月々の

ご利用料金がお得になるプランです 

 

（2） 「にねん割」対象サービスおよび月額利用料 
 

「にねん割」対象サービス※1 

 

月額利用料※2※3 

 

【参考】 

月額利用料 

（通常メニュー） 

・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 

・Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ 

4,500 円 

（税込 4,725 円） 

5,200 円 

（税込 5,460 円） 

 

※1 学校向け特別料金は除きます。 

※2 屋内配線利用料と回線終端装置利用料を含みます。 

※3 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ーとの契約及び利用料金が必要となります。 

 

 

 

 



 

（3） 「にねん割」のご利用開始日等 
 

 ご利用開始日 ご利用期間※4 解約金 

「にねん割」対象サービスへ 

新たに加入されたお客さま 

「にねん割」対象サービ

ス開通月の翌月 1 日 

「にねん割」対象サービスを 

ご利用中のお客さま 

「にねん割」お申込月の

翌月 1 日※5 

24 ヵ月※6 

（24 ヵ月ごとの自動更新） 

9,500 円※7 

（税込 9,975 円） 

 

※4 ご利用期間はご利用開始月の初日（ご利用開始日）から月末日までを 1 ヵ月目とし、ご利用開始月から 24 ヵ月目を満了月とします。  

※5 お申込内容の確認等をさせていただくため、ご利用開始日が「にねん割」お申込月の翌々月 1 日となる場合がございます。 

※6 更新月（満了月の翌 1 ヵ月）の間に「にねん割」変更（通常メニューへの変更）のお申し出が無い場合は、24 ヵ月単位のご利用期間に

て自動更新となります。 

※7 更新月（満了月の翌 1 ヵ月）を除くご利用期間内にお客さまのご都合によりフレッツ光を解約された場合は、解約金 9,500 円（税込 

9,975 円）をお支払いいただきます。 

 

（4） 提供エリア 

NTT 東日本の営業エリア※8※9 

 
※8 新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。 

※9 「にねん割」対象サービスの提供エリア内に限ります。 

 

（5） 申込受付開始日、提供開始日について 

・申込受付開始日 ：平成 24 年 2 月 21 日（火） 
・提供開始日  ：平成 24 年 3 月  1 日（木） 

 

2. フレッツ光メンバーズクラブポイントの変更について 
 

（1） 概要 

フレッツ光メンバーズクラブに加入すると毎月提供されるマンスリーポイントについて、以下の通り変

更いたします。また「にねん割」ご利用のお客様を対象として、「にねん割」の更新に基づき 1,000 ポイン

トを提供させていただく「にねん割更新ポイント」を開始します。 
 

 

 

【フレッツ 光ネクスト、Ｂフレッツの戸建向けサービスをご利用の場合】 

 

項目 概要 備考 

対象サービス※10 

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 

Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ 

- 

マンスリーポイント 

1 年目：100 ポイント/月 

2 年目：200 ポイント/月 

3 年目：300 ポイント/月 

4 年目：400 ポイント/月 

5 年目以降：500 ポイント/月 

ポイント加算の年数は、平

成 24 年 3 月以降のフレッ

ツ光メンバーズクラブ会員

継続年数とします 

にねん割更新 

ポイント 
1,000 ポイント 

「にねん割」更新に基づき 

提供 
 

※10 フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ、 B フレッツ ニューファミリータイプ/ビジネスタイプ/ベーシックタイプをご利用のお客様のマンス 

リーポイントについては現状どおりとさせていただきます。 

 



【フレッツ 光ネクスト、Ｂフレッツの集合向けサービス、フレッツ 光ライトをご利用の場合】 

 

項目 概要 備考 

対象サービス 

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 

フレッツ 光ライト ファミリータイプ/マンションタイプ 

Ｂフレッツ マンションタイプ 

- 

マンスリーポイント 

1 年目：100 ポイント/月 

2 年目：200 ポイント/月 

3 年目以降：300 ポイント/月 

ポイント加算の年数は、平

成 24 年 3 月以降のフレッ

ツ光メンバーズクラブ会員

継続年数とします 
 

 

 

 

今回のフレッツ光メンバーズクラブマンスリーポイントの変更に伴い、現在提供している継続ポイントに

ついては、平成 24 年 2 月 29 日（水）をもって廃止とさせていただきます。 

 

（2） 適用開始日について 

・平成 24 年 3 月 1 日（木） 
 

（3） ポイント提供について 

・マンスリーポイントについては前月末時点のフレッツ光契約状況に応じて毎月末までに提供

します（なおフレッツ光メンバーズクラブ新規ご登録の場合、会員登録月の翌月より当該ポ

イントを提供します）。 
・「にねん割更新ポイント」については「にねん割」更新月の翌月末までに提供します。 

 

3. お申し込み・お問い合わせ先 
 

（1） インターネットによるお申し込み・お問い合わせ 

【フレッツ公式ホームページ】  http://flets.com 
【フレッツ光メンバーズクラブ】  https://flets-members.jp/ 
 

（2） 電話によるお申し込み・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】フレッツ光とフレッツ・ＡＤＳＬの利用料金の例 

 

 

 



525円

525円

525円

1,785円

3,213円

4,200円
4,620円

5,460円

フレッツ 光ネクスト フレッツ 光ネクスト フレッツ 光ネクスト フレッツ・ADSL

【別紙】フレッツ光とフレッツ・ＡＤＳＬの利用料金の例

最大速度（下り）

金額は税込価格

注5 注7

電話基本料
（住宅用・３級局）

ひかり電話注１

基本料

200Mbps 47Mbps

注6

8.925円/3分～
42円/3分等注3

モアⅢファミリー・ハイスピードタイプ

200Mbps

8.4円/3分等注２

注6

▲735円

にねん割

200Mbps

▲100pt注4

ﾌﾚｯﾂ光ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ
ｸﾗﾌﾞﾎﾟｲﾝﾄ
（1年目）

▲735円

にねん割

▲500pt注4

ﾌﾚｯﾂ光ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ
ｸﾗﾌﾞﾎﾟｲﾝﾄ
（5年目）

フレッツ・ADSL
利用料

ひかり電話
通話料

電話通話料

ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ
ｾｯﾄ割引適用後

フレッツ光
利用料

※インターネットのご利用には別途、プロバイダとの契約、月額利用料が必要。下記料金に加え、１電話番号ごとにユニバーサルサービス料5.25円/月が必要（平成24年2月現在）

※通話料は、お客様の利用状況によって異なる

注1：ひかり電話の利用には、フレッツ光の契約が必要。
注2：加入電話、ＩＮＳネット、ひかり電話への通話は全国一律8.4円/3分。携帯電話への通話などについては通話料が異なる。
注3：市内通話、同一県内の市外通話の場合。
注4：フレッツ光メンバーズクラブポイントを、フレッツ光の利用料の支払いに使用した場合は、利用料（税抜）から減算されます。
注5：フレッツ 光ネクストファミリー・ハイスピードタイプ4,305円＋ONU945円＋屋内配線210円＋ひかり電話525円
注6：フレッツ 光ネクストファミリー・ハイスピードタイプ4,305円＋にねん割▲735円＋ONU945円＋屋内配線210円＋ひかり電話525円
注7：フレッツ・ADSL モアⅢ 2,940円＋マイラインプラスセット割引▲294円（▲1割引）＋レンタルモデム567円＋加入電話（住宅用・3級局）1,785円
注8：平成24年3月以降のフレッツ光メンバーズクラブ会員継続年数。

ファミリー・ハイスピードタイプ
（「にねん割」適用後）

＋
ﾌﾚｯﾂ光ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾟｲﾝﾄ（1年目注8）

ファミリー・ハイスピードタイプ
（「にねん割」適用後）

＋
ﾌﾚｯﾂ光ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞｸﾗﾌﾞﾎﾟｲﾝﾄ（5年目注8）

8.4円/3分等注２

8.4円/3分等注２

5,985円
＋通話料

4,998円
＋通話料

5,145円
＋通話料 4,725円

＋通話料
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