
2014 年 6 月 23 日 

 

 

「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ」及び 

「フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ」の提供開始について 
～ギガ速い。いよいよフレッツ光は、Wi-Fi まで「ギガ・スピード」へ～ 

 

 
 

■ NTT 東日本は、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 ギガファミリー・スマートタイプ」及

び「フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ」（以下、本サービス）を 2014 年 7 月 1 日より提供開始

いたします。 

■ 本サービスは上下（データ送受信）概ね 1Gbps の最大通信速度に加え、最新の高速無線 LAN 規格

「IEEE802.11ac」に対応することにより、アクセス回線だけでなくご自宅の無線 LAN 環境における最大通信速

度も国内最高レベルの 1Gbps を実現し、スマートフォンやタブレット等によるインターネット接続をより快適に

ご利用いただけます。 

 
＊  最大通信速度は、通信技術規格における概ねの最大値であり、お客様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、お客様のご利用環境（端末機器の仕様等）や回線の混雑状況等により、低下する場合があります。 

※1 「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「Ｂフレッツ」の総称です。  

 

 

 

1. 本サービスの概要 

 

これまで主に個人のお客様向けに提供してきたフレッツ光の通信速度は下り（データ受信）最大

200Mbps・上り（データ送信）最大 100Mbps ですが、本サービスは更に高速化して上下概ね 1Gbps で提供

するとともに、最新の高速無線 LAN 規格「IEEE802.11ac」に対応した光ブロードバンドアクセスサービスで

す。 

本サービスでは、アクセス回線に加えて、ご自宅の無線 LAN 環境における最大通信速度も国内最高

レベルの 1Gbps を実現し、パソコン等による有線接続でのインターネットのご利用だけでなく、スマートフ

ォンやタブレット端末等による無線接続でのインターネットもより快適にご利用いただくことが可能です。 
      

＊ 本サービスのサービスイメージは【別紙】をご参照ください。 

＊ 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。 
＊ 最大概ね 1Gbps の通信速度を実現するためには、ホームゲートウェイに接続される機器（パソコンやルーター等）が 1000BASE-T のインタフ

ェースに対応する必要がございます。また、パソコン等お客様機器とホームゲートウェイをカテゴリ 5e 以上の LAN ケーブルで接続する必要

があります。なお、100Mbps の通信速度に対応した環境でもご利用いただくことは可能です。 

＊ 本サービスの無線区間の最大通信速度については、お客様が利用する端末の通信方式に準拠します。 

 

 

 

 

 

 



2. 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。 

 

 
フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ 

フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ※2 

最大通信速度 上下最大概ね 1Gbps 

宅内無線 LAN 環境※3 ・IEEE 802.11ac（最大通信速度上下 1.3Gbps※4） 

・IEEE 802.11n（最大通信速度上下 450Mbps※5） 

ご利用可能な 

オプションサービス 

・ひかり電話、フレッツ・テレビ、フレッツ・ウイルスクリア等の従来の

「フレッツ 光ネクスト」にて利用可能な各種オプションサービスを利

用可能（一部を除く）※6 

・また、2014 年 8 月 20 日提供予定の「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」も利

用可能 
 

＊ 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。 

＊ 「フレッツ・v6 オプション」相当の機能が、予め利用できる状態で提供いたします。 
 

 

※2 「ギガマンション・スマートタイプ」は光配線方式（マンション等の集合住宅の構内配線に光ファイバを用いたサービス）のみの提供となりま

す。 
※3 IEEE802.11ac、 IEEE802.11n 以外にも、IEEE802.11a/g/b での接続も可能です。なお、お客様がご利用になる Wi-Fi 対応機器は、

IEEE802.11ac/n/a/g/b のいずれかに準拠している必要があります。 

※4 技術規格上の最大値になります。なお、本サービスご利用時におけるインターネット接続の最大通信速度は上下概ね 1Gbps です。 

※5 IEEE802.11n において、周波数帯が 5GHz 帯の場合、最大上下 450Mbps となり、2.4GHz 帯の場合、最大上下 300Mbps となります。 

※6 「フレッツ・ＶＰＮ ワイド」はご利用いただけません。 

また、「ひかり電話オフィス A（エース）」及び「ひかり電話オフィスタイプ」については対応に向けて準備中です。対応時期は別途お知らせ

いたします。 

 

 

3. 提供料金等 

 

■月額利用料  

サービス名 月額利用料（税抜） 
【参考】割引等適用

後の料金※7（税抜） 

フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ 5,700 円 4,900 円 

フレッツ 光ネクスト  

ギガマンション・スマートタイプ 

ミニ※8 4,350 円 4,150 円 

プラン１※9 3,750 円 3,550 円 

プラン２※10 3,350 円 3,150 円 
 

＊ 「にねん割」等の割引サービスをご利用いただけます。 

＊ フレッツ光メンバーズクラブへの会員登録が可能です。 

 

※7 「にねん割」をご契約いただき、かつフレッツ光メンバーズクラブのマンスリーポイント（1 年目）をお支払いに利用した料金となります。 

   詳細は https://flets.com/ninenwari/、 https://members-club.flets.com/をご参照ください。 

※8 同一の集合住宅またはビル単位に 4 以上の契約が見込まれる場合に提供。 

※9 同一の集合住宅またはビル単位に 8 以上の契約が見込まれる場合に提供。 

※10 同一の集合住宅またはビル単位に 16 以上の契約を代表者から一括申し込みが可能な場合に提供。 

 

   

■初期費用 



  契約料 ： 800 円（税抜） 

  工事費 ： 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、

分割払いと一括払いを選択いただけます。 

土休日等に工事を行う場合、上記料金に加えて 3,000 円（税抜）の「土休日等工事加算額」が必要となります。 

なお、初期工事費の分割払い方法や土休日等工事加算額の詳細については【2014 年 6 月 23 日 報道発表資料 フレッツ光新規申込時

の割引キャンペーン等の実施について】をご参照ください。 

＊ 既にフレッツ光をご利用中のお客様が本サービスに変更する場合も工事費がかかります。なお、契約料はかかりません。 

 

 

4. 申込受付及び提供開始日 

 

2014 年 7 月 1 日より申込受付及び提供開始 

 

 

5. 「フレッツ光新規申込時の月額利用料無料等」の適用 

 

本サービスは、2014 年 7 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無料等の対象と

なります。詳しくは【2014 年 6 月 23 日 報道発表資料 フレッツ光新規申込時の割引キャンペーン等

の実施について】をご参照ください。 

         

 

6. 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 

フレッツ光公式ホームページ https://flets.com 

 

（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 5 時 土日･祝日も営業 

（年末年始 12/29～1/3 を除きます） 

        

 

【別紙】サービス提供イメージ 
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＊最大通信速度は、通信技術規格における概ねの最大値であり、お客様宅内での実使用速度を示すものではありません。お客様の端末の仕様等により、通信速度が低下する場合があります。
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。

～ギガ速い。いよいよフレッツ光は、Wi-Fiまで「ギガ・スピード」へ～
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