平成 25 年 7 月 25 日

「Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ」、および「Ｂフレッツ マンションタイプ」の
「フレッツ 光ネクスト」へのサービス移行について
■ NTT 東日本は、IPv6 インターネットの更なる普及促進を図るとともに、より便利に光ブロードバンドサー
ビスをご利用いただくことを目的として、「Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ」、および「Ｂフレッツ マン
ションタイプ」をご利用いただいているお客さまのご契約を、「フレッツ 光ネクスト」へ移行させていただ
きます。
■ 移行にあたり、お客さまにご対応いただくことや、通信がご利用いただけなくなることは無く、現在Ｂフレ
ッツでご契約のアプリケーションサービスも引き続きご利用いただけます。
■ 移行後は、「フレッツ 光ネクスト」で提供中の IPv6 インターネットやアプリケーションサービスを新規に
申し込むことが可能となります。
■ 実施時期については、平成 25 年度第 4 四半期以降に開始し、平成 26 年度中に、お客さまのご契約を
順次、サービス移行させていただく予定です。実施時期、および実施エリアの詳細は、別途、弊社公式
ホームページでご案内いたします。

1.

概要
現在Ｂフレッツをご利用のお客さまにも IPv6 インターネットやフレッツ 光ネクストのアプリケーション
サービス等をご利用いただけるよう、「Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ」、および「Ｂフレッツ マン
ションタイプ」をご利用いただいているお客さまのご契約を、それぞれ「フレッツ 光ネクスト ファミリー
タイプ」、および「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」に順次、移行させていただきます。※1 ※2
移行にあたり、お客さまにご対応いただく事項（お申し込みやお客さま宅内での工事等）や通信が
ご利用いただけなくなることは無く、お客さま ID やアクセスキーの変更もありません。また、現在ご利
用いただいているアプリケーションサービスは引き続きご利用いただけます。
移行後、お客さまは「フレッツ 光ネクスト」で提供中の IPv6 アドレスを用いたインターネット接続機
能やアプリケーションサービスを新規に申し込むことが可能となります。※3 ※4
なお、移行に伴い、一部アプリケーションサービスの月額利用料が変更となります。※5
※1 Ｂフレッツ ビジネスタイプ、B フレッツ ベーシックタイプ、B フレッツ ニューファミリータイプは、引き続き提供いたします。
※2 一部のエリア（原子力災害対策本部の設定する帰還困難区域 等）を除きます。
※3 現在ご利用中のＢフレッツ サービスメニューにより、移行後にお申し込みが可能となるサービスが異なります。詳細は本報道発表資料
の 「2．移行後にお申し込みが可能となる主なサービス」 をご覧ください。
※4 新規にお申し込みいただく際に、ご利用中の端末機種によっては、端末交換が必要となる場合がございます。
※5 詳細は本報道発表資料の「5．月額利用料等の一部変更について 」 をご覧ください。

2.

移行後にお申し込みが可能となる主なサービス（各サービスの概要については【別紙１】参照）

移行後の「フレッツ 光ネクスト」サービス
移行後にお申し込みが
可能となる主なサービス

ファミリータイプ

マンションタイプ

マンションタイプ

・プラン２
・プラン１
・プランミニ

・プラン２ Ｂ
・プラン１ Ｂ
・プランミニ Ｂ

IPv6 アドレスを用いたインターネット接続

○

○

○

フレッツ・v6 オプション

○

○

○

ひかり電話
基本サービス

データコネクト

○

○

○

ひかり電話
付加サービス

フリーアクセス ネクスト/
ひかり電話＃ダイヤル

○

○

○

○※6

○

-

ひかり電話 オフィスＡ（エース）

○

○

-

光ステーション

○

○

○

ひかり電話 オフィスタイプ

※6 「Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ」で現在ご利用可能なサービスです。フレッツ 光ネクストへ移行後も、引き続きご利用いただけます。

3.

移行前後のサービスメニューについて
移行前後のサービスメニュー対照表については以下の通りです。なお、移行に伴い「フレッツ 光
ネクスト マンションタイプ」のメニューを新たに追加いたします。月額利用料は変更ありません。（詳
細は【別紙 2】参照）
現在ご利用中の「Ｂフレッツ」サービス

移行後の「フレッツ 光ネクスト」サービス

ハイパーファミリータイプ

ファミリータイプ

マンションタイプ プラン２ハイパー

マンションタイプ プラン２

マンションタイプ プラン１ハイパー

マンションタイプ プラン１

マンションタイプ プランミニハイパー

マンションタイプ プランミニ

マンションタイプ プラン２

マンションタイプ プラン２ Ｂ 【追加】

マンションタイプ プラン１

マンションタイプ プラン１ Ｂ 【追加】

マンションタイプ プランミニ

マンションタイプ プランミニ Ｂ 【追加】

4.

実施時期、および実施エリア
平成 25 年度第 4 四半期以降に開始し、平成 26 年度中に、順次、サービス移行させていただく予定
です。
実施時期、および実施エリアの詳細については、別途、弊社公式ホームページでご案内いたしま
す。

5.

月額利用料等の一部変更について
移行に伴い月額利用料等が一部変更となるアプリケーションサービスは以下の通りです。

ひかり電話
「ダブルチャネル」
Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプ
「ひかり電話拡張オプション」※7

移行前（税込）

移行後（税込）

420 円

210 円

1,155 円

-※8

※7 ひかり電話 オフィスタイプをご利用の際に必要となる機能です。
※8 契約が不要となります。（Ｂフレッツ ハイパーファミリータイプでご契約の「ひかり電話拡張オプション」は移行時に自動的に廃止となりますの
で、お申出は不要です。）

6.

本件に関するお問い合わせ先
0120-116116
営業時間：午前 9 時～午後 5 時 土日･祝日も営業
（年末年始 12/29 ～ 1/3 を除きます）

【別紙 1】移行後にお申し込みが可能となる主なサービスの概要

移行後にお申し込みが
可能となる主なサービス

サービス概要

参考 URL

IPv6 アドレスを用いたインターネ
ット接続

IPv6 アドレスによるインターネット接続が可
能となるサービスです

https://flets.com/next/ipv6/

フレッツ・v6 オプション
ひかり電話
基本サービス

データコネクト
テレビ電話チョ
イス定額

ひかり電話
付加サービス

フリーアクセス
ネクスト

ひかり電話＃
ダイヤル
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）

光ステーション

IPv6 アドレスを利用して、インターネットを経
由せずＮＧＮ内で、お客さま同士がダイレクト
に通信することが可能となるサービスです
ひかり電話契約者同士※1 で、電話をしながら
写真やファイル共有などのデータ通信が可
能※2 となるサービスです
あらかじめ登録した 2 つの電話番号に対し
て、30 分以内のテレビ電話なら何度使っても
月々525 円となるサービスです
ひかり電話から「0800」で始まる電話番号に
かかってきた通信について、通信料を着信
側でご負担いただけるサービスです
音声通話だけでなく、テレビ電話やデータコ
ネクトの通信もご利用いただけます
ひかり電話契約者が#ダイヤル番号をダイヤ
ルするだけで本サービス契約者が指定する
電話番号へ着信できるサービスです
最大 8 チャネル 32 番号までご利用いただけ
る法人のお客さま向け IP 電話サービスです
ひかり電話 オフィスタイプよりさらに多数の
チャネル数・電話番号数をご利用いただける
法人のお客さま向け IP 電話サービスです
光ステーション Wi-Fi ルーターを店舗･施設に
設置することによって、来訪者へクーポン等
の配信や、インターネット環境の提供等が可
能となるサービスです

https://flets.com/v6option/
https://flets.com/hikaridenwa/servic
e/dataconnect.html
https://flets.com/hikaridenwa/servic
e/choice.html

https://flets.com/hikaridenwa/servic
e/free_next.html

https://flets.com/hikaridenwa/servic
e/number_sign.html
https://flets.com/hikaridenwa/office
/
http://www.ntt-east.co.jp/hikari_ofa/

https://flets.com/hikaristation/

※1 「フレッツ 光ライト」及び「フレッツ 光ネクスト」（いずれもインターネット接続サービス）でご利用の「ひかり電話」「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)」「ひかり電話ナンバーゲート」（いずれも電話サービス）でお使いいただけます。なお、「ひかり電話ビジネスタイプ」
（電話サービス）はご利用いただけません。
※2 NTT 西日本エリアへ発信する際、着信側が、ひかり電話ビジネスタイプの電話番号（加入電話などから番号ポータビリティをした番号は除く）
を継続して使われている場合、ご利用いただけません。該当の電話番号については、http://www.ntt-east.co.jp/tariff/appendix/eb13s008.html を
ご確認ください。

【別紙 2】フレッツ 光ネクスト マンションタイプ Ｂの提供料金等
移行に伴い「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」のメニューを新たに追加いたします。現在提供
中の「Ｂフレッツ マンションタイプ」、「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」の各プランと機能、月額
利用料において差異はございません。「Ｂフレッツ マンションタイプ プラン 2、プラン 1、およびプラン
ミニ」からの移行に際し、初期費用等はかかりません。新規に「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
Ｂ」をお申込みいただく場合に下記の初期費用がかかります。
（1）月額利用料
月額利用料（税込）
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
プラン２ Ｂ
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
プラン１ Ｂ
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
プランミニ Ｂ

VDSL 方式

2,992.5 円

LAN 配線方式

2,625 円

VDSL 方式

3,412.5 円

LAN 配線方式

3,045 円

VDSL 方式

4,042.5 円

LAN 配線方式

3,675 円

（2）初期費用（新規申込時）
契約料（税込）： 840 円
工事費（税込）：
マンションタイプ
（VDSL 方式）
マンションタイプ
（LAN 配線方式）
※

一括払い

分割払い

25,200 円

1,050 円/月 ×24 回

10,080 円

420 円/月 ×24 回

上記は代表的な工事費です。工事の内容によっては別途工事費が発生する場合があります。

