平成２６年１月２９日

法人のお客さま向け新サービス
「フレッツ 光ネクスト プライオ」及び「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」の提供開始について
■ ＮＴＴ東日本は、法人のお客さま向けに、フレッツ光※１の新たなサービスとして「フレッツ 光ネクスト プライオ」
を平成２６年３月２４日より東京エリアから順次提供開始いたします。
■ 「フレッツ 光ネクスト プライオ」は帯域優先型（ＮＧＮ※２内において他のベストエフォート通信より優先的にパ
ケットを転送する）サービスであり、通信が混み合っている場合でも安定的な通信が可能となります。
■ 「フレッツ 光ネクスト プライオ」を利用した新たなＩＰ－ＶＰＮサービスとして、「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」を平成
２６年８月２０日より提供開始いたします。
■ 「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」では従来の「フレッツ・ＶＰＮ ワイド」に比べて、遅延の発生しにくい安定した通信が
可能なプライベートネットワークの構築を実現いたします。
※１ 「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「Ｂフレッツ」の総称
※２ ＮＧＮ：Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋの略
従来の電話網が持つ信頼性・安定性を確保しながら、IP ネットワークの柔軟性・経済性を備えた、次世代の情報通信ネットワーク

1. 「フレッツ 光ネクスト プライオ」の提供について
（１） 概要
「フレッツ 光ネクスト プライオ」は、従来のベストエフォートサービスの更なる高品質化や保守対応の
充実化等といった法人のお客さまのニーズにお応えするため、最大概ね１Ｇｂｐｓ※３の通信速度に加え、
通信が混み合っている場合でも安定的な通信を可能とし、高速・高品質な通信を実現する帯域優先型の
フレッツ光の新サービスです。
「フレッツ 光ネクスト プライオ」では、１０Ｍｂｐｓの帯域優先が可能な「フレッツ 光ネクスト プライオ１
０」と１Ｍｂｐｓの帯域優先が可能な「フレッツ 光ネクスト プライオ１」の２品目をラインナップいたします。
お客さまのご利用環境に応じてこれらのサービスを選択して導入いただくことで、コストを抑えつつ高速・
高品質なネットワークを構築することが可能となります。
また、従来のフレッツ光では、２４時間３６５日の保守対応は有料のオプションサービスとしておりました
が、「フレッツ 光ネクスト プライオ」では標準サービスとしてご提供いたします。
加えて、夜間・深夜・早朝帯の開通工事等もお客さまのご要望に応じて適宜対応してまいります※４。
＊

インターネット通信や「フレッツ・ＶＰＮ ゲート」といったＰＰＰｏＥを用いた通信をご利用いただく場合、帯域優先は行われず、ベストエフォート
通信のみとなります。
＊ インターネットのご利用には、本サービスに対応したプロバイダとの契約が必要です。対応プロバイダはサービスメニューごとに異なります
のでご注意ください。
※３ 最大通信速度は送信（上り）・受信（下り）ともに最大概ね１Ｇｂｐｓです。最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での
実使用速度を示すものではありません。また、インターネットご利用時の速度は、お客さまのご利用環境や回線の混雑状況等により、低下
する場合があります。
※４ フレッツ光の全メニューで対応いたします。深夜・夜間の開通工事等においては訪問可能時刻を指定しての対応となります。その場合の
料金等詳細は弊社営業担当者までご確認ください。

（２） 提供料金等
■月額利用料
プライオ１０ ： ４１，１００円（税抜）
プライオ１ ： ２０，０００円（税抜）
■初期費用
契約料
工事費

： ８００円（税抜）
： ２４，０００円（税抜）

＊ 代表的な工事の場合の料金になります。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。また、初期工事費につい
ては、３０回の分割払いと一括払いを選択いただけます。

（３） サービス仕様
主なサービス仕様については下表の通りとなります。
プライオ１※５

プライオ１０
最大通信速度
帯域優先

上下概ね１Ｇｂｐｓ
上下 １０Ｍｂｐｓ

上下 １Ｍｂｐｓ

保守

２４時間３６５日対応

開通工事等

２４時間対応※６

＊ 従来のフレッツ光で利用可能な「ひかり電話オフィスＡ」等の各種サービスについては、「フレッツ 光ネクスト プライオ」でも引き続き
ご利用いただけます。但し、「フレッツ・ＶＰＮ ワイド」及び「光ステーション」はご利用いただけません。また、「フレッツ・ＶＰＮ ゲート」
は別途工事等が必要となります。詳細はフレッツ公式ホームページ（https://flets.com）をご確認下さい。
＊ 設備状況によっては、サービスをご利用いただけない場合やお申し込みからサービス開始までに日数がかかる場合もあります。
※５ 「フレッツ 光ネクスト プライオ１」は加入者光ファイバ区間を複数のお客さまにて共用します。
※６ 年末年始を除きます。

（４） 受付及び提供開始予定日
東京エリアよりサービス提供を開始し、準備が整い次第、順次提供エリアを拡大してまいります。
提供エリア

受付及び提供開始予定日

東京

平成２６年３月２４日

神奈川・千葉・埼玉

平成２６年５月１２日

その他の東日本エリア※７

平成２６年６月３０日

※７ 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、山梨、長野

（５） 「フレッツ光新規申込時の月額利用料割引等」の適用
「フレッツ 光ネクスト プライオ」は、平成２６年２月１日から実施されるフレッツ光新規申込時の月
額利用料割引等の対象サービスとなります。詳しくは【別紙１】をご参照ください。
（６） お申し込み・お問い合わせ先

① 弊社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。

② 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 https://flets.com
③ 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５時 土日･祝日も営業
（年末年始 １２／２９～１／３を除きます）
2. 「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」の提供について
（１） 概要
「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」は、高速・低遅延な通信を実現可能な「フレッツ 光ネクスト プライオ」
をご利用のお客さまが、高速で安定したプライベートネットワークの構築を可能とするＩＰ－ＶＰＮサー
ビスです。
「フレッツ 光ネクスト プライオ」の帯域優先機能によって、通信が混み合っている場合でも１０Ｍｂ
ｐｓもしくは１Ｍｂｐｓの帯域で優先的に通信することが可能※８となり、従来の「フレッツ・ＶＰＮ ワイド」と
比較して、より遅延の発生しにくい安定したＶＰＮ通信が行えます。
また、「フレッツ 光ネクスト プライオ」と同様、夜間・深夜・早朝帯の開通工事や２４時間３６５日の
保守に対応しているため、「フレッツ 光ネクスト プライオ」との同時開通工事や故障時の一元対応が
可能となり、お客さまのニーズに合わせて柔軟でより品質の高い対応が可能となります。
さらに、付加機能として、ＮＴＴ東日本が提供する広域イーサネットサービス「ビジネスイーサ ワイ
ド」との接続サービス※９を提供するとともに、ＮＴＴ西日本が提供する「フレッツ・ＶＰＮ ワイド」との東西
接続サービス※１０を提供する予定です。これにより、拠点規模や利用用途に応じて信頼性とコストの
バランスを意識したネットワークの構築や全国に跨る拠点間の接続が可能となります。
＊ 「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」のサービスイメージは【別紙２】をご参照ください。
＊ 「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」のご利用には専用ルータ（ＣＰＥ）が必要となります。専用ルータはＮＴＴ東日本からレンタルでご提供いたしま
す。
※８ ＶＰＮ通信を行う双方の拠点のアクセスサービスが「フレッツ 光ネクスト プライオ１０」であれば１０Ｍｂｐｓの帯域優先となり、双方の拠点
または片方の拠点が「フレッツ 光ネクスト プライオ１」であれば１Ｍｂｐｓの帯域優先となります。
※９ 「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」と「ビジネスイーサ ワイド」との接続点における優先する帯域幅を１０Ｍｂｐｓ または１Ｍｂｐｓのどちらかから選
択可能です。
※１０ 西日本エリア内の通信及び、東西間の通信に関しては、帯域優先は行われず、ベストエフォート通信のみとなります。

（２） 提供条件
① 契約単位
ＶＰＮグループの単位で１契約となります。
② 提供回線
「フレッツ 光ネクスト プライオ１０」および「フレッツ 光ネクスト プライオ１」のみに対応いたしま
す。
③ 提供エリア
「フレッツ 光ネクスト プライオ」の提供エリアとなります。

④ 接続可能回線数
１契約で最大１，０００回線の接続が可能です。
（３） 提供料金
「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」の拠点となる「フレッツ 光ネクスト プライオ」の１回線あたり、下記の月額利
用料が発生いたします。
■月額利用料
① 基本サービス
７，０００円（税抜）
* 上記料金にはＮＴＴ東日本が提供する専用ルータ（ＣＰＥ）の利用料も含まれております。

② 付加機能
・東西接続サービス
３，０００円（税抜）
*

ご利用する場合には、ＮＴＴ西日本の「フレッツ・ＶＰＮワイド」のご契約が別途必要です。「フレッツ・ＶＰＮ ワイド」の月額
利用料が上記料金の他に別途発生いたします。

・ビジネスイーサ ワイド接続サービス
帯域優先 １０Ｍｂｐｓ ： ９，０００円（税抜）
帯域優先 １Ｍｂｐｓ
： ６，０００円（税抜）
* 「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」の拠点となる「フレッツ 光ネクスト プライオ」の１回線あたり、選択いただいた帯域幅の月額利
用料が発生いたします。
* 「ビジネスイーサ ワイド」のご契約が別途必要です。上記料金の他に「ビジネスイーサ ワイド」の月額利用料が別途発生
いたします。

■初期費用
・工事費 １３，０００円（税抜）
＊ 代表的な工事の場合の料金になります。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。

（４） 受付及び提供開始予定日
平成２６年８月２０日
（５） お申し込み・お問い合わせ先

弊社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。
・【別紙１】 フレッツ光新規申込時の月額利用料割引等について
・【別紙２】 「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」のイメージ

【別紙１】
「フレッツ光新規申込時の月額利用料割引等」について
（申込受付期間：平成26年3月24日～平成26年5月31日 開通期限：平成26年11月30日）

サービス

割引内容

新規申込時の月額利用料割引
・お客さま宅内の配線設備を新設する場合
月額利用料700円/月（税抜）割引（月を単位として30回割引） 【最大：21,000円（税抜）割引】
・お客さま宅内の配線設備を再利用する場合
月額利用料220円/月（税抜）割引（月を単位として30回割引） 【最大：6,600円（税抜）割引】
※お客さま宅内の配線設備を新設する場合の初期工事費は、24,000円（税抜）となります。
支払方法は一括払いのほか、工事費800円/月（税抜）を月を単位として30回お支払いただく
分割払い （24,000円（税抜）請求）を選択いただけます。

フレッツ 光ネクスト
プライオ

品目変更に係る工事費無料
・フレッツ 光ネクスト プライオ１０、プライオ１から
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、Bフレッツ マンションタイプ
への品目変更時
・フレッツ 光ネクスト プライオ１０、プライオ１からフレッツ 光ライトへの品目変更時 （1回限り）
・フレッツ 光ライトからフレッツ 光ネクスト プライオ１０、プライオ１への品目変更時

＊ 詳細は、フレッツ公式ホームページ（https://flets.com ）をご確認下さい。

【別紙２】
「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」のサービスイメージ
センター拠点

ビジネスイーサ
ワイド接続

東西接続※１
（ＮＴＴ西日本のフレッツ・ＶＰＮ
ワイドと接続予定）

ＮＧＮ

西日本エリア

フレッツ・
ＶＰＮプライオ
重要データ
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回線終端装置等

CPE※２

最大通信速度 上下概ね1Gbps
（うち、10Mbpsの帯域優先が可能）

フレッツ光 ネクスト
プライオ１０

回線終端装置等

CPE※２

最大通信速度 上下概ね1Gbps
（うち、1Mbpsの帯域優先が可能）

フレッツ光 ネクスト
プライオ１

※１ ＮＴＴ東日本のフレッツ・ＶＰＮ ワイドとの接続はできません。また、西日本エリア内の通信及び、東西間の通信に関しては、
帯域優先は行われず、ベストエフォート通信のみとなります。
※２ Customer Premises Equipmentの略称。NTT東日本が提供するレンタルルータです。

