
 
 
 
 

 
平成 24 年 6 月 19 日 

 

「光ＢＯＸ２」の販売開始及び 
「テレビではじめよう！インターネット応援キャンペーン」の実施について 

～ご家庭のテレビを利用して「簡単・便利」にインターネット等が楽しめる「光ＢＯＸ２」をプレゼント～ 
 

■NTT 東日本は、｢フレッツ光｣※1 をご利用のお客様向けに、情報配信サービス「フレッツ・マーケット」※2 に

対応したテレビ接続型インターネット端末「光 BOX２」※2（以下、本商品）を平成 24 年 6 月 20 日（水）より

販売開始いたします。 
■本商品は、従来タブレット端末等でご利用いただいていたインターネット、動画、地図検索等のアプリをご

家庭のテレビ画面でご利用いただくことができる端末です。また、「フレッツ・マーケット」オリジナルのアプ

リ等をダウンロードしてご利用いただくこともできます。なお、販売価格は 8,000 円（税込：8,400 円）とご

購入しやすい価格となっております。 

■本商品の販売開始に伴い、新規に「フレッツ 光ネクスト」等をお申し込みいただいたお客様でご希望の

方に、本商品を無料でプレゼントする「テレビではじめよう！インターネット応援キャンペーン」を平成 24

年 6 月 20 日（水）から実施いたします。 

※1 「フレッツ光」はＮＴＴ東日本の光ブロードバンドサービス（アクセス回線）であり、｢フレッツ 光ネクスト｣ ｢フレッツ 光ライト｣および｢Ｂフレッツ｣

（いずれもインターネット接続サービス）の総称です。弊社の設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用い

ただけない場合がございます。 

※2 「光 BOX２」の主な仕様については【別紙 1】を、「光 BOX２」及び「フレッツ・マーケット」をご利用になる場合の注意事項については【別紙 2】を

ご参照下さい。 

 

1．「光ＢＯＸ２」について 
（1）商品概要 

商 品 名 光 BOX２ 

外   観 

 

 

販売価格 8,000 円（税込：8,400 円） 

販売開始日 平成 24 年 6 月 20 日（水） 

提供地域 ＮＴＴ東日本の営業エリア※3 
 
※3 新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。 
＊ 画像はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。 

 
（2）主な特長 

光ＢＯＸ２はこれまでインターネットを利用されていなかった方々にも、ご家庭のテレビを利用して「簡単・便

利」にインターネット等をご利用いただけるテレビ接続型インターネット端末です。 
 

・テレビで簡単に利用可能 

テレビに接続して大画面でインターネット等がご利用できます。カーソル操作、フリック操作が可能なリモ

コンが付属しており、直感的に操作できます。また、HDMI ケーブルが付属しており、HDMI 端子がある HDMI

準拠のモニター（テレビ等）と簡単に接続できます。※4,5 



※4 HDMI 準拠のモニター（テレビ等）をご準備ください。 

※5 全てのテレビとの接続性を保障しているわけではございません。 

 

 

・無線 LAN 搭載 

IEEE802.11b/g/nの無線LAN規格に対応しており、ルーター等から「光ＢＯＸ２」までのLAN配線が不要※6

なため、配線が煩雑になりません。 
※6 有線 LAN 接続も可能です（LAN ケーブルは付属しておりません、別途ご用意願います）。 

 

・インターネット、動画、地図検索アプリを簡単に利用可能 

電源を入れると表示されるホーム画面にインターネットや動画、地図検索等のアプリを用意しており、接

続したテレビ画面で簡単にご利用いただけます。また、Flash10.1 を搭載しており、Flash ファイルの表示も可

能です。 

 

・「フレッツ・マーケット」対応 

情報配信サービス「フレッツ・マーケット」に対応しており、オリジナルのアプリ等を利用して、生活に密着

したタイムリーな情報を手に入れることができます。 
 
 

＜利用イメージ＞ 

 
 

2.「テレビではじめよう！インターネット応援キャンペーン」について 
平成 24 年 6 月 20 日（水）から平成 24 年 8 月 31 日（金）までの間、新規に「フレッツ 光ネクスト」等をお申

し込みいいただき、平成24年10月31日（水）までにご利用を開始されたお客様に本商品をプレゼントする「テ

レビではじめよう！インターネット応援キャンペーン」を実施いたします。 
 
＜キャンペーン概要＞ 

（1）キャンペーン名  ： 「テレビではじめよう！インターネット応援キャンペーン」 
 
（2）キャンペーン期間 ： 平成 24 年 6 月 20 日（水）～平成 24 年 8 月 31 日（金） 
 
（3）キャンペーン特典 ： 新規に「フレッツ光」と指定オプションサービスを全てお申し込みいただいた 

お客様で、ご希望の方に「光ＢＯＸ２」を「フレッツ光」１契約につき、１台プレゼント 
いたします。                             
※キャンペーンは、商品がなくなり次第終了とさせていただきます。 
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（4）お申し込みに必要なオプションサービス  
申込み例 適用サービス オプションサービス 

戸建てで 
「フレッツ 光 ネクス

ト」又は「B フレッツ」 
をお申し込みの場合 

・フレッツ光 ネクスト 
（ファミリー） 
・Ｂフレッツ 
（ファミリー） 

リモートサポート

サービス 
ひかり電話 
（基本プラン） 

無線サービス※7

集合住宅で 
「フレッツ光 ネクス

ト」又は「Ｂフレッツ」 
をお申し込みの場合 

・フレッツ光 ネクスト

（マンション） 
・B フレッツ 
（マンション） 

リモートサポート

サービス 
ひかり電話※8 
（基本プラン） 

無線サービス※7

「フレッツ 光ライト」

をお申し込みの場合 
・フレッツ光ライト リモートサポート

サービス 
ひかり電話 
（エース） 

無線サービス※7

※7 ひかり電話ルーター対応無線ＬＡＮカード（レンタル）または、光ポータブル本体（レンタル） 
※8 ＬＡＮ配線方式（プラン 2）の場合、ひかり電話エースとなります。 
＊ お客さまのお申し込みサービスにより条件が異なります。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。 
＊ 本キャンペーンはＮＴＴ東日本販売代理店の一部ではお取り扱いしていない場合があります。 
＊ 本キャンペーンにお申し込みいただいた方は、フレッツ光メンバーズクラブ、「リモートサポートサービスポイント」、「フレッツ・テレビポイント」

の適用対象外となります。 
＊ 同時期にＮＴＴ東日本が実施するほかのキャンペーンと併用してご利用いただけない場合があります。 
＊ 「B フレッツハイパーファミリータイプ」は、自治体様と連携して「B フレッツ」を提供しているエリアを除き、平成 24 年 3 月 31 日（土）に新規申

込受付を終了しています。後継サービスである、「フレッツ光 ネクスト」は引き続き、新規申込受付中です。 
 
3.お客様からのお申し込み、お問い合わせ窓口 
（1）本商品のご購入について 

＜電話によるお申し込み、お問い合わせ先＞ 
0120-506116※9 

※9 受付時間：午前 9 時から午後 9 時（年末年始を除き、年中無休です）。携帯・PHS からもご利用いただけます。 
＜インターネットによるお申し込み先＞ 

Web116.jp 
URL:http://web116.jp/ced/ 

（2）「テレビではじめよう!インターネット応援キャンペーン」について 
＜電話によるお申し込み、お問い合わせ先＞ 

0120-116116※10 

※10 受付時間：６月までは午前 9 時から午後 9 時、7 月からは午前９時から午後７時（年末年始を除き、年中無休です）。 
携帯・PHS からもご利用いただけます。 

＜インターネットによるお申し込み先＞ 
フレッツ公式ホームページ 
URL:http://flets.com 

【別紙 1】主な仕様等 

【別紙 2】「光ＢＯＸ２」及び「フレッツ・マーケット」をご利用になる場合の注意事項 

 
 

光ＬＩＮＫは、「フレッツ光」につなげる 

ご家庭向けの通信機器シリーズです。 



【別紙 1】主な仕様等 
＜ハードウェア仕様＞ 

項 目 仕 様 

サイズ 幅 135mm×奥行 109mm×高さ 25mm 

重量 約 160g 
OS Android 2.2 相当 
CPU ARM11 1GHz 
ストレージ 
（ユーザメモリ） 

2GＢ 

有線 LAN RJ45 
無線 LAN IEEE802.11b/g/n 

本体※ 

入出力 

HDMI ポート×1 
LAN ポート×1 
USB ポート×1 
サービス用スロット×1 

AC アダプタ 9V/1.5A 
リモコン RF 方式、単 4 乾電池×2 付属品 
HDMI ケーブル 1.5m 

※ メモリーの容量の一部はアプリケーションの格納やシステムが稼動するための領域として使用される場合があるため、それ以外の容量が実際

にご利用いただけるユーザー領域となります。 
 
 

＜ソフトウェア仕様＞ 
項 目 仕 様 

静止画 Bitmap(BMP)、JPEG(JPG)、PNG、GIF 

音声 AAC 対応コーデック 

動画 MPEG4-AVC(H.264)、MPEG4 Part2 
ブラウザ－ OS 標準搭載 
動画 Flash10.1 
地図 インターネット上の地図サービスに対応 

アプリ等 

リモコン操作 カーソル操作、フリック操作に対応 
 



【別紙 2】「光ＢＯＸ２」及び「フレッツ・マーケット」をご利用になる場合の注意事項 
＊「フレッツ・マーケット」とは、「光ＢＯＸ２」などの「フレッツ・マーケット」対応端末を利用して、暮らしに便利なア

プリをダウンロードできる情報配信サービスです（フレッツ・マーケット対応端末によりご利用できるアプリや

アプリ内容が異なる場合があります）。 
 
＊「光ＢＯＸ２」、「フレッツ・マーケット」のご利用には、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」または「Ｂフ

レッツ」（いずれもインターネット接続サービス）の契約が必要です。（別途契約料、工事費、月額利用料が

かかります。）なお、B フレッツニューファミリータイプ（インターネット接続サービス）など一部対象外の回線

があります。（「光ＢＯＸ２」などの「フレッツ・マーケット」対応端末は 1 契約回線につき、最大 5 台までご利用

いただけます。） 
 
＊「光ＢＯＸ２」での「フレッツ・マーケット」のご利用には、IPv6 通信に対応した通信環境が必要となります。ま

た、無線 LAN でご利用の場合は、IPv6 通信に対応した宅内無線 LAN 環境（IEEE802.11b/g/ｎ対応）が必

要となります。 
 
＊「光ＢＯＸ２」での「フレッツ・マーケット」のご利用には別途サービス申込が必要です。 
 
＊「フレッツ・マーケット」のご利用には、「光ＢＯＸ２」などの「フレッツ・マーケット」対応端末の台数分の「フレッ

ツ・マーケット」の契約が必要となります。 
 
＊無線 LAN をご利用される際には、第三者による情報の改ざん・なりすましなどを防止するために、セキュリ

ティ機能（通信の暗号化など）の設定を行ってください。 
 
＊インターネットのご利用には、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」または「Ｂフレッツ」（いずれもイン

ターネット接続サービス）の契約に加えプロバイダとの契約が必要となります。（別途月額利用料等がかか

ります。） 
 
＊「フレッツ・マーケット」の月額利用料はＮＴＴ東日本から直接ご請求いたします（プロバイダからの一括請求

をご利用のお客様も対象となります）。なお、NTT 東日本からの請求は、平成 24 年 7 月以降、NTT ファイ

ナンスからの請求となります。 
 
＊ご利用いただくアプリによっては、別途料金がかかる場合があります。 
 
＊「フレッツ・マーケット」のその他の提供条件、利用規約等についてはフレッツ公式ホームページ

（http://flets.com）をご確認下さい。 
 
＊「フレッツ 光ライト」で「フレッツ・マーケット」をご利用の場合、当面の間、実際に発生した利用量によらず、

20ＭＢ/月の利用量を加算します。 
 
＊「フレッツ 光ライト」をご利用のお客様については、「光ＢＯＸ２」でのファームウェアバージョンアップの実施、

アプリのご利用等により通信料が発生する場合があります。また、ご利用いただくアプリによっては、お客

様による直接の操作がない場合でも、自動的に通信が行われ、通信料が発生する場合がありますのでご

注意ください。 
 
＊「光ＢＯＸ２」にはテレビ等のモニターは付属しておりません。お客様でご用意いただく必要があります。テレ

ビ等のモニター機種により、接続もしくは正しく動作（映像・音声出力）できない場合があります。接続および

接続方法については、テレビ等のモニターの取扱説明書をご覧いただくか、各テレビメーカー等へお問い

合わせください。 
 




