
 

 

 

 

2012年 7月 23日 

住友商事株式会社 

東日本電信電話株式会社 

 

 

 

 

 住友商事株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：中村 邦晴、以下「住友商事」）と 

東日本電信電話株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山村 雅之、以下｢NTT 東日本｣）

は、住友商事が提供する「サミットネットスーパー（注 1）」について、NTT東日本が提供する     

「フレッツ光（注 2）」および「光 BOX2（注 3）」を活用することにより、テレビで便利に買い物を

楽しめる「テレビではじめよう！サミットネットスーパー」サービスを 2012年 7 月 24日より開始  

致します。 

あわせて新規にお申し込みをいただいたお客様を対象とした「テレビではじめよう！ネットスーパ

ーキャンペーン」を実施致します。 

 

１． サービス内容 

昨今、携帯電話やスマートフォンが普及する中、従来のPC版サイトに加え、これらの端末で利用

しやすくカスタマイズされた専用サイトが提供されています。一方、テレビでインターネットを  

利用するサービスも登場してきておりますが、画面の選択等に時間がかかるなど、利用には不便な

ことも多い状況です。 

そこで、この度「サミットネットスーパー」を簡単なリモコン操作だけで快適に利用できるよう

テレビ専用にカスタマイズ致しました。これにより、パソコンやスマートフォン等のIT機器のご利

用に不慣れな方にも便利にサービスをお使い頂くことが可能となります。 

なお、テレビ画面専用に申し込み画面やリモコン操作等のユーザインターフェイスをカスタマイ

ズしたネットスーパーサービスは首都圏で初のご提供となります。（H24.7.23現在：住友商事・NTT

                           

フレッツ光＆光 BOX2を活用した 

「テレビではじめよう！サミットネットスーパー」サービスの開始について 

 

2019年 3月 13日追記 

「テレビではじめよう！サミットネットスーパー」は 2014年 10月末をもって終了しております。 

 



東日本調べ） 

  

（1）主な特徴 

本サービスは、「ネットスーパー」の画面をテレビ端末専用にカスタマイズしたアプリケーシ

ョンを「フレッツ光」の利用者向けにNTT東日本が提供する「光BOX2」にあらかじめインストール

を行った上でご提供いたします。アプリケーションがインストールされた「光BOX2」を通して、   

以下のご利用が可能となります。 

1） トップ画面にサミットネットスーパーのアイコンを大きく表示し、迷うことなくお使いいた

だけます。 

2） TV端末用に最適化したアプリケーションにより見やすい画面になっております。 

3） 「サミットネットスーパー」サービスにお申し込みいただいた際の情報（お客様名、お買い

物お届け先、お支払い方法等）をあらかじめ「光BOX2」に登録してご提供いたしますので、

煩雑な初期登録等は不要です。 

4） フリック形リモコンで操作ができますので、ご自宅のTV機種に関わらず、感覚的な操作が  

可能です。 

 

（2） ご利用料金 

「テレビではじめよう！サミットネットスーパー」サービスのご利用には、お買物頂いた料金

のほか、NTT 東日本が提供する「フレッツ光」「光 BOX2」の料金等がかかります。 

1）「フレッツ光」の料金 

・初期費用：26,040円（契約料 840 円 工事費：25,200 円※） 

※「フレッツ光」を新規にお申し込みいただいたお客様の場合、最大 25,200円の月額利用

料が割引になります。 

・月額利用料（例）：戸建のお客様 5,460円  集合住宅のお客様 3,570円 

* このほか、プロバイダ利用料が必要となります。 

詳細は NTT東日本 HP（http://flets.com/next/fm/fee.html）をご覧ください。 

2）「光 BOX2」等の料金 

・初期費用：13,650円（端末価格：8,400円/台（売切のみ） サミットアプリケーション    

インストール等費用：5,250 円） 

 

（3）お申し込み先 

・ サミットネットスーパーカスタマーセンター： 

0120-33-2815（9：00～21：00 年中無休） 

 

 

 

2019年 3月 13日追記 

現在はご利用いただけません。 

http://flets.com/next/fm/fee.html


2．「テレビで始めるネットスーパーキャンペーン」概要 

（1）新たに「サミットネットスーパー」・「フレッツ光」を同時にお申し込みいただくか、 

  「サミットネットスーパー」の登録済み会員が新たに「フレッツ光」をお申込みいただく場合 

1) 特典対象者 

「サミットネットスーパー」、「フレッツ光」及び下記オプションサービス、プロバイダ

「BIGLOBE」を新規にお申し込みの上、2012年 9月 30 日までに開通いただいたお客様 

2）特典内容 

①「光 BOX2」無料プレゼント 

②「サミットネットスーパー」でご利用いただける 10,000 円クーポンプレゼント 

* BIGLOBE の対象コースとして、開始月の BIGLOBE月額基本料金無料 

* 本申込をされますと、NTT 東日本が実施している「フレッツ光月額利用料無料（最大 3ヶ

月）」キャンペーンも適用となります。 

3）キャンペーン期間 

  2012年 7月 24 日（火）～8月 31日（金） 

4）お申し込みに必要なオプションサービス 

  （注 4）をご参照ください。 

 

（2）既にフレッツ光ご利用者で新たに「サミットネットスーパー」をお申し込みいただく場合 

1) 特典対象者 

フレッツ光メンバーズクラブ（注 5）会員で新規に「サミットネットスーパー」をお申し込

みいただけるお客様 

2) 特典内容 

①「サミットネットスーパー」でご利用いただける 1,000円クーポンプレゼント 

②30日間配送料無料 

いずれもサミットネットスーパー新規会員登録より 30 日以内に、3,000 円以上ご購入いた

だいた場合にご利用可能です。 

3) キャンペーン期間 

2012現在は年 7月 24日（火）～8月 31日（金） 

 

 

 

（注 1） 

「サミットネットスーパー」は、住友商事が傘下のサミットネットスーパー株式会社（代表取締

役社長：神保 正史、本社：東京都府中市）を通して、首都圏約 8百万世帯向けに展開するネッ

トスーパーです。従来型の個別店舗からの配送ではなく、専用設備で生鮮品加工を行い、店舗を

介さずにご自宅まで配送する首都圏初のセンター出荷型サービスです。 

2019年 3月 13日追記 

現在はお申し込みを終了しております。 

 



（注 2） 

「フレッツ光」は、「フレッツ光ライト」、「フレッツ光ネクスト」及び「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。サービス提供エリアであっても、設備の状況等

によりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスがご利用いただけない場合があります。 

（注 3） 

「光 BOX2」は、従来パソコンやタブレット端末等でご利用いただいていたインターネット、動画

等のアプリをご家庭のテレビ画面でご利用頂くことができる端末で、2012年 6月 20 日より販売

開始しております。 

（注 4） 

特典は、以下のすべてのオプションにお申し込みいただいた方に付与させていただきます。 

・「にねん割」： フレッツ光の戸建向けサービスについて 24ヶ月単位の継続利用をお約束頂

くことで月額利用料がお得になるサービス 

・「リモートサポートサービス」： インターネット設定や無線 LAN 設定等、端末操作サポー

トを 365 日（9時～21 時）年中無休で行うサービス 

・「ひかり電話」： フレッツ光でご利用できる IP電話 

・「無線 LANサービス」： ひかり電話ルータ対応無線 LANカード（レンタル）または光ポー

タブル本体 

（注 5） 

「フレッツ光メンバーズクラブ」は、フレッツ光をご利用いただいている方を対象とした利用料

無料の会員制サービスです。 

 

【参考資料①】 サミットネットスーパー概要  

【参考資料②】 「テレビではじめよう！サミットネットスーパー」サービス概要 

【参考資料③】  光 BOX2概要 

 

 



＊事業内容

 

：

 

首都圏における専用センター出荷型ネットスーパー

食品スーパー「サミット」の店舗商品及びプレミアム・アウトレット等の独自商品を、主にウェブで

受注し、即日乃至は翌日以降の指定日にご自宅までお届けするサービス。

＊事業開始

 

：

 

2009年10月

＊出資比率

 

：

 

住友商事(株)100％

＊従業員数

 

：

 

約300名

 

（配送員除く）

＊会員数

 

：

 

17万人（2012年6月末現在）

＊商品数

 

：

 

約5,000アイテム

（内、約1,500アイテムは独自商材）

＊商品構成

 

：

 

サミット店舗商材（約80%)

独自商材

 

（約20%）

【参考資料①】

 
サミットネットスーパー概要

【ﾈｯﾄｽｰﾊﾟｰ事業の仕組み】

注文

運営支援

出荷

＜お客様＞

ｼｽﾃﾑ提供
ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ支援
企画・管理業務
ｾﾝﾀｰ資産保有

住商ﾈｯﾄｽｰﾊﾟｰ
2008年12月設立
（住友商事100%）

発注

配達

・2009年5月設立（住商ﾈｯﾄｽｰﾊﾟｰ100%）

・ﾈｯﾄｽｰﾊﾟｰ事業運営会社（生鮮加工、在庫・

配送、商品開発、ｻｲﾄ運営、代金決済等） 入荷

住友商事100%
店舗商品・加工ﾉｳﾊｳ提供等

サミット店舗商品以外の
独自商品仕入先

（ﾌﾟﾚﾐｱﾑ・ｱｳﾄﾚｯﾄ等）

1

http://www.summitstore.co.jp/


府中生鮮加工センター

練馬配送センター

世田谷配送センター

横浜配送センター

【配送便体系】
・午前便

 

（

 

８～12時）
・1便

 

（10～14時）
・2便

 

（12～16時）
・3便

 

（16～18時）
・ナイト便

 

（20～22時）
・お得便

 

（

 

9～17時）

2012年7月現在
エリア内世帯数：約800万世帯
（※は一部除外地域あり）



LAN

 

ケーブル

HDMI

 

ケーブル

テレビ

光ＢＯＸ2 光ポータブル
ひかり電話

 

ルーター

 

（ONU一体型）

光ケーブル
無線LAN

【参考資料②】

 
「テレビではじめよう！サミットネットスーパーサービス概要

■利用イメージ

*画像はイメージです。実際のものと異なります。

OK

フリックによる

 
リモコン操作

無線LANにより端末までの

 
LAN配線が不要

 
（有線LAN接続も可能）

○2012年7月24日より首都圏の約8百万世帯をカバーする「サミットネットスーパー」での買物サービスを提供予定です。

○本サービスは、ＮＴＴ東日本が提供する「フレッツ光」及び「光ＢＯＸ2」にて提供致します。

※1

 

光ポータブル、ひかり電話ルーターはNTT東日本が提供している機器です。

テレビに接続して大画面で

 
サミットネットスーパーでの

 
お買物をお楽しみいただけます。

※1

※1
または

または

テレビ端末用に最適化したアプ

 
リケーションによる見やすい画面



画面イメージ

メニュー画面
カタログ画面

サミット店舗商材以外にもプレミア

 
ム独自商材が豊富！

お支払い選択画面

事前に光ＢＯＸ2にご登録頂くこと

 
でクレジット支払い情報等の都度
投入が不要です。

注文内容を一覧でご覧いただけ、
間違いがないかしっかり確認
いただけます。

お買物内容確認画面

商品一覧からもこれまでご購入頂

 
いた商品からも検索いただけます。



（１）テレビに簡単接続
テレビに接続して大画面でインターネット等がご利用できます。カーソル操作、フ
リック操作が可能なリモコンが付属しており、直感的に操作できます。また、HDMI
ケーブルが付属しており、HDMI端子があるHDMI準拠のモニター（テレビ等）と簡
単に接続できます。

※HDMI準拠のモニター（テレビ等）をご準備ください。
※全てのテレビとの接続性を保障しているわけではございません。

（２）無線LAN搭載
IEEE802.11b/g/nの無線LAN規格に対応しており、ルーター等から「光ＢＯＸ
２」までのLAN配線が不要なため、配線が煩雑になりません。

※有線LAN接続も可能です。

（３）インターネット、動画等アプリが簡単に利用可能
電源を入れると表示されるホーム画面にインターネットや動画等のアプリを用意し
ており、接続したテレビ画面で簡単にご利用いただけます。また、Flash10.1を搭
載しており、Flashファイルの表示も可能です。

（１）テレビに簡単接続
テレビに接続して大画面でインターネット等がご利用できます。カーソル操作、フ
リック操作が可能なリモコンが付属しており、直感的に操作できます。また、HDMI
ケーブルが付属しており、HDMI端子があるHDMI準拠のモニター（テレビ等）と簡
単に接続できます。

※HDMI準拠のモニター（テレビ等）をご準備ください。
※全てのテレビとの接続性を保障しているわけではございません。

（２）無線LAN搭載
IEEE802.11b/g/nの無線LAN規格に対応しており、ルーター等から「光ＢＯＸ
２」までのLAN配線が不要なため、配線が煩雑になりません。

※有線LAN接続も可能です。

（３）インターネット、動画等アプリが簡単に利用可能
電源を入れると表示されるホーム画面にインターネットや動画等のアプリを用意し
ており、接続したテレビ画面で簡単にご利用いただけます。また、Flash10.1を搭
載しており、Flashファイルの表示も可能です。

（１）

 

フレッツ光及びプロバイダ契約について
「光ＢＯＸ２」のご利用には、「フレッツ光」（インターネット接続サービス）の契
約に加えプロバイダとの契約が必要となります。（別途契約料、工事費、月額利用料
がかかります。）

（２）モニターとの接続について
「光ＢＯＸ２」にはテレビ等のモニターは付属しておりません。テレビ等のモニター
機種により、接続もしくは正しく動作（映像・音声出力）できない場合があります。

（３）光ＢＯＸ２の詳細について
光ＢＯＸ２の詳細やその他の提供条件、利用規約等についてはフレッツ公式ホーム
ページ（http://flets.com）をご確認下さい。

（１）

 

フレッツ光及びプロバイダ契約について
「光ＢＯＸ２」のご利用には、「フレッツ光」（インターネット接続サービス）の契
約に加えプロバイダとの契約が必要となります。（別途契約料、工事費、月額利用料
がかかります。）

（２）モニターとの接続について
「光ＢＯＸ２」にはテレビ等のモニターは付属しておりません。テレビ等のモニター
機種により、接続もしくは正しく動作（映像・音声出力）できない場合があります。

（３）光ＢＯＸ２の詳細について
光ＢＯＸ２の詳細やその他の提供条件、利用規約等についてはフレッツ公式ホーム
ページ（http://flets.com）をご確認下さい。

主な特長主な特長

主な留意事項主な留意事項

光ＢＯＸ２仕様光ＢＯＸ２仕様

項 目 仕 様

本体

サイズ 幅135mm×奥行109mm×高さ26mm

重量 約160g

OS Android 2.2相当

CPU ARM11 1GHz

ストレージ（ユーザメモリ）※ 2ＧＢ

有線LAN RJ45

無線LAN IEEE802.11b/g/n

入出力

HDMIポート×1
LANポート×1
USBポート×1
サービス用スロット×1

付属品

ACアダプタ 9V/1.5A

リモコン RF方式、単4乾電池×2

HDMIケーブル 1.5m

※メモリーの容量の一部はアプリケーションの格納やシステムが稼動するための領域として
使用される場合があるため、それ以外の容量が実際にご利用いただけるユーザー領域となります。

光BOX２

【参考資料③】

 
「光ＢＯＸ2」概要




