
 
平成 24 年 8 月 27 日 

 

「フレッツ光」マンション向けサービスの料金値下げについて 
 

 NTT 東日本は、「フレッツ光」※1 マンション向けサービスの月額利用料について、平成 24 年 9 月 1 日（土）

より以下の通り変更いたします。 

（1）「フレッツ 光ライト マンションタイプ」の月額利用料を値下げ。※2 

（2）「フレッツ光 マンションタイプ（光配線方式）」の月額利用料を値下げ。 

 

 

※1 「フレッツ光」とは、「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。 

※2 「フレッツ 光ライト ファミリータイプ」の月額利用料に変更はございません。 
 

1. 「フレッツ 光ライト マンションタイプ」の月額利用料の値下げについて 
 

 「フレッツ 光ライト マンションタイプ」の月額利用料金について、より多くのお客様にご利用いただけるよ

う、現行よりも基本料金を 800 円（税込 840 円）、上限料金を 1,500 円（税込 1,575 円）値下げします。※3 

 これにより、集合住宅では月額 2,000 円(税込 2,100 円) （「フレッツ光メンバーズクラブ」のポイントをＮＴＴ

東日本サービス料金支払いに利用する場合は、実質月額 1,900 円（税込 1,995 円））から「フレッツ光」を始

めることが可能となります。※4 

※3 ひかり電話をご利用の場合、フレッツ光とひかり電話（ひかり電話ルーター利用料含む）をあわせた月額利用料の基本料金 

は現行よりも 350 円（税込 367.5 円）、上限料金は 1,050 円（税込 1,102.5 円）値下げとなります。 

 
フレッツ 光ライト マンションタイプ 月額利用料※4※5 

  
基本料金 

従量料金 

（通信料） 
上限料金 

フレッツ光 

ご利用の場合 

2,800 円 

（税込 2,940 円） 

5,800 円 

（税込 6,090 円） 

フレッツ光とひかり電話
 

ご利用の場合※6※7 

3,300 円 

（税込 3,465 円） 

0～3,000 円 

（税込 0～3,150 円） 
6,300 円 

（税込 6,615 円） 

平成 24 年 

8 月 31 日まで 

データ通信利用量 
200MB までの 

利用量を含む 

10MB あたり 30 円 

（税込 31.5 円） 

1,200MB 以上の 

ご利用に適用 

フレッツ光 

ご利用の場合 

2,000 円 

（税込 2,100 円） 

4,300 円 

（税込 4,515 円） 

フレッツ光とひかり電話 

  ご利用の場合※6※7※8 

2,950 円 

（税込 3,097.5 円）

0～2,300 円 

（税込 0～2,415 円） 
5,250 円 

（税込 5,512.5 円） 

平成 24 年 

9 月 1 日から 

データ通信利用量 
200MB までの 

利用量を含む 

10MB あたり 30 円 

（税込 31.5 円）※9 

970MB 以上の 

ご利用に適用 

 

※4 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。 

※5 すでに「フレッツ 光ライト マンションタイプ」をご利用いただいているお客様は、特に手続き等必要なく新たな月額利用料に

変更となります。 

※6 ひかり電話の通話料金分は除く。 



※7 ひかり電話 基本プランをご利用の場合の利用料です。 

※8 フレッツ 光ライト マンションタイプにおいてひかり電話をご利用のお客様で、「ひかり電話ルーター」をＮＴＴ東日本からのレン

タルでご利用の場合、平成24年9月1日（土）よりひかり電話ルーター利用料として450円（税込472.5円）が必要となります。

表中の金額はひかり電話ルーターの利用料を含めた金額であり、フレッツ光とあわせた月額利用料の基本料金は現行よりも

350 円（税込 367.5 円）、上限料金は 1,050 円（税込 1,102.5 円）値下げとなります。 

 
＜料金イメージ＞ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 

※9 利用量が 960MB を超えて 970MB までは 10MB あたり 20 円（税込 21 円）となります。 
 

 

2. 「フレッツ光 マンションタイプ（光配線方式）」における月額利用料の値下げについて 
 

 「フレッツ光 マンションタイプ（光配線方式）」の月額利用料について、現行よりも基本料金を 550 円（税

込 577.5 円）値下げします。※10 

 光配線方式は他方式と比べて、「フレッツ・テレビ」※11 等魅力あるサービスを提供することが可能であるな

ど、より安定性、拡張性に優れた方式であり、今回の値下げにより多くのお客様に「フレッツ光 マンション

タイプ（光配線方式）」を従来よりもお手軽にご利用いただくことが可能になると考えております。 
 

※10 ひかり電話をご利用の場合、フレッツ光とひかり電話（ひかり電話ルーター利用料含む）をあわせた月額利用料の総額は 

現行よりも 100 円（税込 105 円）値下げとなります。 

※11 「フレッツ・テレビ」は NTT 東日本の設備状況などにより提供できない場合があります。 

 

フレッツ光 マンションタイプ 月額利用料※12※13 

ミニ プラン 1 プラン 2  

光配線方式 VDSL 方式 光配線方式 VDSL 方式 光配線方式 VDSL 方式 

フレッツ光 

ご利用の場合 

4,400 円 

（税込 4,620 円） 

3,850 円 

（税込 4,042.5 円）

3,800 円 

（税込 3,990 円）

3,250 円 

（税込 3,412.5 円） 

3,400 円 

（税込 3,570 円） 

2,850 円 

（税込 2,992.5 円）

平成 24 年 

8 月 31 日 

まで. 
フレッツ光+ひかり電話 

ご利用の場合※14※15 

4,900 円 

（税込 5,145 円） 

4,800 円 

（税込 5,040 円） 

4,300 円 

（税込 4,515 円）

4,200 円 

（税込 4,410 円） 

3,900 円 

（税込 4,095 円） 

3,800 円 

（税込 3,990 円） 

フレッツ光 

ご利用の場合 

3,850 円 

（税込 4,042.5 円） 

3,250 円 

（税込 3,412.5 円） 

2,850 円 

（税込 2,992.5 円） 

平成 24 年 

9 月 1 日 

から 
フレッツ光+ひかり電話 

ご利用の場合※14※15※16 

4,800 円 

（税込 5,040 円） 

4,200 円 

（税込 4,410 円） 

3,800 円 

（税込 3,990 円） 

 

上限料金 

4,300 円（税込 4,515 円）

200MB 

2,000 円 

(税込 2,100 円) 

 基本料金 

2,000 円（税込 2,100 円）

通信料 

30 円／10MB 

（税込 31.5 円）※9

 

970MB  通信量 

月額利用料 
（インターネットサービスプロバイダー利用料金は含まず） 

4,300 円 

(税込 4,515 円) 

 



*上記の他にＬＡＮ配線方式があります。 

※12 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。 

※13 すでにご利用いただいているお客様は、特に手続き等必要ございません。 

※14 ひかり電話の通話料金分は除く。 

※15 ひかり電話 基本プランをご利用の場合の利用料です。 
※16 フレッツ光 マンションタイプ(光配線方式)においてひかり電話をご利用のお客様で、「ひかり電話ルーター」をＮＴＴ東日本か

らのレンタルでご利用の場合、平成 24 年 9 月 1 日（土）よりひかり電話ルーター利用料として 450 円（税込 472.5 円）が必要

となります。表中の金額はひかり電話ルーターの利用料を含めた金額であり、フレッツ光とあわせた月額利用料の総額は現

行よりも 100 円（税込 105 円）値下げとなります。 

 

 

3. その他 

 
これまで、「フレッツ光」における月額利用料は、ご利用のサービスに応じて「フレッツ光利用料」、「回線

終端装置利用料」、「光屋内配線使用料」等の複数の内訳で構成しておりましたが、お客様に分かりやす

い料金体系とするため、今後は「フレッツ光利用料」に一本化することとします。 

 

4. 適用開始日 
 

平成 24 年 9 月 1 日（土） 

 

5. 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 7 時 土日･祝日も営業 

（年末年始 12/29 ～ 1/3 を除きます） 
 

 

 

 
 

 




