
2014 年 11 月 28 日 

 

 

「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ」および 

「フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ」の提供開始について 

 

■ ＮＴＴ東日本は、2014 年 7 月 1 日（火）より提供しております「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイ

プ」および「フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ」に加え、Wi-Fi ルーター機能を含まない「フレッ

ツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ」および「フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ」（以下、

本サービス）を 2014 年 12 月 1 日（月）に提供開始いたします。 

 

 
 

 

 

1. 本サービスの概要及び仕様 

 

本サービスは、通信速度上下 大概ね 1Gbps で提供する光ブロードバンドアクセスサービスです。 

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 ファミリー・ギガラインタイプ 

フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ※1 

大通信速度 上下 大概ね 1Gbps 

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（一

部を除く）※2 

 

＊  大通信速度は、通信技術規格における概ねの 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（端末機器の仕様等）や回線の混雑状況等により、大幅に低下する場合がありま

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。 
＊ 上下 大概ね 1Gbps の通信速度を実現するためには、回線終端装置に接続される機器（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回線終端装置をカテゴリ 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。 

＊ 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。 

 

※1 「マンション・ギガラインタイプ」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。 
※2 「フレッツ・ＶＰＮ ワイド」はご利用いただけません。「フレッツ・ＶＰＮ プライオ」はご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 



2. 提供料金等 

 

■月額利用料  

サービス名 月額利用料（税抜） 

フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ 5,400 円 

フレッツ 光ネクスト  

マンション・ギガラインタイプ 

ミニ※3 4,050 円 

プラン１※4 3,450 円 

プラン２※5 3,050 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。 

 

※3 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。 

※4 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。 

※5 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。 

土日休日並びに年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで）に工事を実施する場合は、「土休日等工事加算額」が必要となります。 

＊ 既に「フレッツ光」をご利用中のお客さま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。 

 

 

3. 申し込み受付及び提供開始日 

 

2014 年 12 月 1 日（月） 

 

 

4. 新規申込時の月額利用料割引等の適用 

    

    本サービスは、2014 年 12 月 1 日（月）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と

なります。適用される割引等は【別紙】をご参照ください。なお、「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマート

タイプ」および「フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ」の新規申込時に適用される「ギガ推し！

キャンペーン」は適用対象外となります。 

 

 

5. その他 

    

    本サービスは、現在提供しております「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ」および「フレッツ 

光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ」より、Wi-Fi ルーター機能を除いたサービスとなります。 「フレッツ 

光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ」および「フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ」をご

利用中のお客さまについては、本サービスへの変更が可能※6です。  

      なお、2014 年 12 月 1 日（月）から 2015 年 1 月 31 日（土）の期間に「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・

スマートタイプ」および「フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ」から本サービスへの変更をお申



し込み頂き、2015 年 3 月 31 日（火）までに変更が完了したお客様の変更後の月額利用料については、2014

年 12 月 1 日（月）まで遡って本サービスの月額利用料を適用いたします。 

 
※6 別途、お申し込みが必要となります。 「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ」および「フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマ

ートタイプ」のホームゲートウェイ本体のWi-Fi機能をお客さまご自身で停止（無線LANカードを取り出し）された場合、本サービスへ自動で切

り替わることはございませんのでご注意ください。 

 

 

 

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】

対象
サービス

内容
申込受付期間
適用対象

フレッツ光※1

■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

＜戸建て向けサービス＞※2

月額利用料200円（税抜）/月割引（月を単位として30回割引） 【最大：6,000円（税抜）割引】

＜集合住宅向けサービス＞※2

月額利用料300円（税抜）/月割引（月を単位として30回割引） 【最大：9,000円（税抜）割引】

[申込受付期間]
2014年
12月1日

～
2015年
1月31日

[適用対象]
2015年
7月31日

までに開通
（利用開始）
したお客さま

または
2015年

3月31日※3

までに開通
（利用開始）
したお客さま

【参考】初期工事費と支払い方法
・初期工事費
- お客さま宅内の配線設備を新設する場合： 24,000円（税抜）
- お客さま宅内の配線設備を再利用する場合： 9,600円（税抜）

・支払方法
一括払いのほか、初回に工事費3,000円（税抜）お支払いただき、残額を30回に分けて
毎月お支払いいただく分割払いを選択いただけます。
- お客さま宅内の配線設備を新設する場合：700円（税抜）/月×30回 【合計24,000円（税抜）】
- お客さま宅内の配線設備を再利用する場合：220円（税抜）/月×30回 【合計9,600円（税抜）】

■新規申込時の初期工事費無料
・お客さま宅内の配線設備等を再利用し、かつお客さまご自身で回線終端装置等を設置する場合

初期工事費 ： 無料

■移転申込時の工事費無料

■品目変更に係る工事費割引・無料

ひかり電話 ■新規・移転申込時の交換機等工事費、機器工事費無料

フレッツ・
テレビ

伝送サービス
■移転申込時のフレッツ・テレビ伝送サービス工事費無料

フレッツ・
スポット

■新規申込時の月額利用料無料及び初期工事費無料
※4

・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・スマートタイプの
新規申込またはご利用中の場合： 月額利用料2ヵ月無料

フレッツ・
あずけ～る

■新規申込時の月額利用料1ヵ月（初月無料期間含め最大2ヵ月）無料

光
ステーション

■フレッツ光
※5
とセットで新規お申し込みの場合、Wi-Fiルーター（1台目）の月額利用料無料

※6

品目変更前 品目変更後 工事費

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 ファミリー・ギガラインタイプ
無料※3

フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ

フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ 2,000円
（税抜）フレッツ 光ネクスト マンションタイプ フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ

フレッツ 光ネクスト、Bフレッツ
（フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ、フ
レッツ 光ネクストマンション・ギガラインタイプを含み
ます。）

フレッツ 光ライト
無料

1回限り

フレッツ 光ライト

フレッツ 光ネクスト、Bフレッツ マンションタイプ
（フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ、
フレッツ 光ネクストマンション・ギガラインタイプを
含みます。）

無料

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 ファミリー・ギガラインタイプ、
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ等

フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ、
マンション・ギガラインタイプ
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

無料

フレッツ 光ライト ファミリータイプ フレッツ 光ライト マンションタイプ 無料



※1 「フレッツ 光ネクスト プライオ1」、「フレッツ 光ネクスト プライオ10」、「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」、「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」及び「学校向け特別料金プラン」を除きます。

※2 ＜戸建て向けサービス＞
「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 ファミリー・ギガラインタイプ」、「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイ
プ」、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」、「フレッツ 光ライト ファミリータイプ」等
＜集合住宅向けサービス＞
「フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ」、「フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ」、「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイ
プ」、「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」、「フレッツ 光ライト マンションタイプ」等

※3 「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ」または「フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ」から「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラ
インタイプ」、「フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ」への品目変更工事費無料については、2014年12月1日～2015年1月31日にお申し込みいた
だき、2015年3月31日までに開通したお客様を対象といたします。

※4 初期工事費無料は「フレッツ・ＡＤＳＬ」、「フレッツ・ＩＳＤＮ」をご契約のお客さまを除きます。
※5 「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 ファミリー・ギガラインタイプ」、「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイ

プ」、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」、「フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ」、「フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ」、「フ
レッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ」、「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」

※6 2台目以降は月額利用料が500円(税抜)/台となります。また、2016年4月1日以降にWi-Fiルーターが故障し、新たなWi-Fiルーターへ交換が必要となった場
合は月額利用料が500円(税抜)/台となります。

＊ 過去にＮＴＴ東日本のキャンペーンなどの対象となったお客さまは、適用対象外となる場合があります。

フレッツ光公式ホームページ ： https://flets.com




