
別表１（Master’sONE 料金表-セキュア・リモートアクセス-） 

 

1 適用 

（１） 料金表には第 53 条（消費税等）に定める、消費税及び地方消費税相当額を含まない金額を表示します。 

（２） 当社が複数のサービス契約等を合算して請求する場合は、合算後の金額に対して第 54 条(端数処理)を適用いた

します。 

（３） 前項の規定により、本利用規約に記載される初期費用および月額費用の額と、当社からの請求額に相違がある

可能性があります。その場合は、契約者は当社からの請求書に記載される額を支払うものとします。 

 

第１表 セキュア・リモートアクセスの初期費用及び月額費用 

第１ リモートクライアント接続サービス 

第１－１ 基本料                                          （税別） 

プラン 適用 契約単位 初期費用 月額費用 

接続設定基本額 - 
１サービスメニ

ュー毎 
0 円 0 円 

サービスプラン A 毎料金月の基本接続時間 5 時間まで 

１ID 毎 
2,000 円 

(税込 2,200 円) 

1,000 円 

(税込 1,100

円) 

サービスプラン B 毎料金月の基本接続時間 10 時間まで 

１ID 毎 
2,000 円 

(税込 2,200 円) 

2,000 円 

(税込 2,200

円) 

サービスプラン C 毎料金月の基本接続時間 20 時間まで 

１ID 毎 
2,000 円 

(税込 2,200 円) 

3,000 円 

(税込 3，300

円) 

サービスプラン D 毎料金月の接続時間無制限 

１ID 毎 
2,000 円 

(税込 2,200 円) 

5,000 円 

(税込 5,500

円) 

 

第１－２ 超過時間料                                        （税別） 

プラン 適用 契約単位 超過時間料 

サービスプラン A 毎料金月の 5 時間を超える接続に対して １ID１分毎 
7 円 

(税込 7.7 円) 
サービスプラン B 毎料金月の 10 時間を超える接続に対して １ID１分毎 

サービスプラン C 毎料金月の 20 時間を超える接続に対して １ID１分毎 

サービスプラン D 毎料金月の接続時間無制限 １ID１分毎 なし 

 

第２ セキュア・インターネット VPN-ワイヤレス接続サービス 

第２－１ 基本料                                      （税別） 

プラン 契約単位 
初期費用 

月額費用 
DIY 工事 オンサイト 



工事 

接続設定基本額 １サービスメニュー毎 0 円 0 円 0 円 

定額プラン 

１ID 毎 90,000 円 

(税込 99,000

円) 

105,000 円 

(税込115,500

円) 

13,000 円 

(税込 14,300 円) 

・DIY 工事は当社より契約者の指定する住所に送り、契約者にてネットワーク接続装置工事を実施いたします。 

・オンサイト工事は当社より作業員を契約者の指定する住所に派遣し、ネットワーク接続装置工事を実施いたします。

工事時間は平日 9：00-17：00となります。 

・月額費用には平日オンサイト保守費用が含まれております。センドバック保守の場合は上記金額から 500 円（税別）

減額となります。 

 

第２－２ 追加料金 

①24 時間 365 日オンサイト保守加算料金           （税別） 

プラン 契約単位 追加月額費用 

定額プラン １ID 毎 500 円（税込 550 円） 

 

②平日外オンサイト工事加算料金                               （税別） 

工事時間 プラン 契約単位 追加初期費用 

平日 17 時～23 時 

平日 8 時～9 時 

土日、祝日 9 時～17 時 

定額プラン １ID 毎 

20,000 円 

（税込 22,000 円） 

平日 23 時～8 時 

土日、祝日 17 時～23 時 

30,000 円 

税込 33,000 円） 

土日、祝日 23 時～8 時 45,000 円 

（税込 49,500 円） 

 

③コールドスタンバイ加算料金                                （税別） 

オプション 契約単位 

初期費用 

月額費用 
DIY 工事 

オンサイト 

工事 

コールドスタンバイ 

（新規拠点） 

１ID 毎 75,000 円 

税込 82,500

円） 

80,000 円 

税込 88,000

円） 

3,000 円 

（税込 3,300 円） 

コールドスタンバイ 

（既存拠点） 

１ID 毎 
個別見積り  個別見積り 

3,000 円 

（税込 3,300 円） 

 

④延長アンテナ加算料金                     （税別） 

オプション 契約単位 初期費用 



DIY 工事 
オンサイト 

工事 

延長アンテナ 

（新規拠点） 

１ID 毎 20,000 円 

（税込22,000

円） 

20,000 円 

（税込22,000

円） 

延長アンテナ 

（既存拠点） 

１ID 毎 
個別見積り  個別見積り 

 

第３ プロトコルフリー接続型サービス 

第３－１ 基本料                             （税別） 

プラン 契約単位 初期費用 月額費用 

接続設定基本額 １サービスメニュー毎 0 円 0 円 

接続プラン 

１ID 毎 
3,000 円 

（税込 3,300 円） 

1,500 円 

（税込 1,650

円） 

・上記金額には ID/パスワード認証費用、ワンタイムパスワード認証費用が含まれております。 

 

第４ IP-WARP 接続サービス 

第４－１ 基本料                                         （税別） 

プラン 
契約単位 

初期費用 
月額費用 

（１年契約） 

月額費用 

（２年契約） 

月額費用 

（３年契約） 

接続設定基本額 １サービスメニュー毎 0 円 0 円 0 円 0 円 

タイプ１ １ID 毎 個別見積 個別見積 個別見積 個別見積 

タイプ２ １ID 毎 個別見積 個別見積 個別見積 個別見積 

タイプ３ １ID 毎 個別見積 個別見積 個別見積 個別見積 

タイプ４ １ID 毎 個別見積 個別見積 個別見積 個別見積 

タイプ＋MR １ID 毎 個別見積 - - 個別見積 

タイプ F １ID 毎 個別見積 個別見積 個別見積 個別見積 

タイプ A 

（新規販売終了） 

１ID 毎 2,000 円 

（税込 2,200

円） 

4,000 円 

（税込 4,400

円） 

- - 

・リモート接続用機器は当社からの提供とし、上記金額には機器利用料、タイプ１、タイプ３、タイプ＋MR にはリモー

ト接続用機器 24 時間 365 日オンサイト保守費用、タイプ２、タイプ４、タイプ A にはリモート接続用機器センドバック

保守費用が含まれております。 

・工事は当社より作業員を契約者の指定する住所に派遣するオンサイト工事、当初よりネットワーク接続装置を送付し、

契約者にて設置工事を行う DIY 工事から選択が可能です。 

・リモート接続用機器は当社からの提供とし、上記金額には機器利用料 

 タイプ１、タイプ３、タイプ＋MR 



 

第５ データコネクト続型サービス 

第５－１ 基本料                             （税別） 

プラン 契約単位 初期費用 月額費用 

プラン 32 

１サービスメニュー毎 100,000 円 

（税込 110,000

円） 

50,000 円 

（税込 55,000

円） 

プラン 100 

１サービスメニュー毎 100,000 円 

（税込 110,000

円） 

150,000 円 

（税込 165,000

円） 

 

第５－２ 加算料                                       （税別） 

プラン 適用 契約単位 月額費用 

プラン 32 

毎料金月の 32ch を越せる接続に対して 
１サービスメニュー

毎 

6,500 円 

（税込 7,150

円） 

プラン 100 

毎料金月の 32ch を越せる接続に対して 
１サービスメニュー

毎 

6,500 円 

（税込 7,150

円） 

 

次のサービスは全て新規販売終了です。 

第６ NNCS IP PrivateService ダイヤルアップクライアント接続サービス 

第６－１ 基本料                                                        

プラン 適用 契約単位 初期費用 月額費用 

サービスプラン１ 毎料金月の基本接続時間１時間まで １ID 毎 新規販売終了 個別見積 

サービスプラン２ 毎料金月の基本接続時間２時間まで １ID 毎 新規販売終了 個別見積 

サービスプラン３ 毎料金月の基本接続時間３時間まで １ID 毎 新規販売終了 個別見積 

サービスプラン４ 毎料金月の基本接続時間５時間まで １ID 毎 新規販売終了 個別見積 

サービスプラン５ 毎料金月の基本接続時間８時間まで １ID 毎 新規販売終了 個別見積 

サービスプラン６ 毎料金月の基本接続時間 20 時間まで １ID 毎 新規販売終了 個別見積 

サービスプラン７ 毎料金月の基本接続時間 30 時間まで １ID 毎 新規販売終了 個別見積 

サービスプラン８ 毎料金月の接続時間無制限 １ID 毎 新規販売終了 個別見積 

 

第６－２ 超過料金                                                      

プラン 適用 契約単位 初期費用 月額費用 

サービスプラン１ 毎料金月の１時間を超える接続に対して １ID 毎 - 個別見積 

サービスプラン２ 毎料金月の２時間を超える接続に対して １ID 毎 - 個別見積 

サービスプラン３ 毎料金月の３時間を超える接続に対して １ID 毎 - 個別見積 



サービスプラン４ 毎料金月の５時間を超える接続に対して １ID 毎 - 個別見積 

サービスプラン５ 毎料金月の８時間を超える接続に対して １ID 毎 - 個別見積 

サービスプラン６ 毎料金月の 20 時間を超える接続に対して １ID 毎 - 個別見積 

サービスプラン７ 毎料金月の 30 時間を超える接続に対して １ID 毎 - 個別見積 

サービスプラン８ 毎料金月の接続時間無制限 １ID 毎 - 個別見積 

 

第７ AIR-EDGE 接続サービス 

第７－１ 基本料                             （税別） 

プラン 契約単位 初期費用 月額費用 

接続設定基本額 

１サービスメニュー毎 10,000 円 

（税込 11,000

円） 

0 円 

接続プラン 

１ID 毎 
2,000 円 

（税込 2,200 円） 

1,200 円 

（税込 1,320

円） 

 

第８ 「FOMA」接続サービス 

第８－１ 基本料                             （税別） 

プラン 契約単位 初期費用 月額費用 

接続設定基本額 

１サービスメニュー毎 60,000 円 

（税込 66,000

円） 

30,000 円 

（税込 33,000

円） 

接続プラン 

１ID 毎 
5,000 円 

（税込 5,500 円） 

2,000 円 

（税込 2,200

円） 

第９  

au 接続サービス 

第９－１ 基本料                                         

プラン 契約単位 初期費用 月額費用 

接続設定基本額 １サービスメニュー毎 個別見積 個別見積 

接続プラン １ID 毎 個別見積 個別見積 

 

第１０ i モードゲートウェイ接続サービス 

第１０－１ 基本料                                     

 契約単位 初期費用 月額費用 

0.5Mbps 

１サービスメニュー毎 新規販売終了 個別見積 1Mbps 

2Mbps 



3Mbps 

4Mbps 

5Mbps 

6Mbps 

7Mbps 

8Mbps 

9Mbps 

10Mbps 

 

第１１ i モード CUG サービス 

第１１－１ ダイレクトタイプ基本料 

（１）メガデータネッツ/イーサアクセス利用時 

 契約単位 初期費用 月額費用 

0.5Mbps 

１サービスメニュー毎 新規販売終了 個別見積 

1Mbps 

2Mbps 

3Mbps 

4Mbps 

5Mbps 

6Mbps 

7Mbps 

8Mbps 

9Mbps 

10Mbps 

 

（２）専用回線接続利用時 

 契約単位 初期費用 月額費用 

64kbps 

１サービスメニュー毎 新規販売終了 個別見積 

128kbps 

192kbps 

256kbps 

384kbps 

512kbps 

768kbps 

1Mbps 



1.5Mbps 

 

第１１－２ バックボーンタイプ基本料 

（１）メガデータネッツ/イーサアクセス利用時 

 契約単位 初期費用 月額費用 

0.5Mbps 

１サービスメニュー毎 新規販売終了 個別見積 

1Mbps 

2Mbps 

3Mbps 

4Mbps 

5Mbps 

6Mbps 

7Mbps 

8Mbps 

9Mbps 

10Mbps 

 

（２）専用回線接続利用時 

 契約単位 初期費用 月額費用 

64kbps 

１サービスメニュー毎 新規販売終了 個別見積 

128kbps 

384kbps 

768kbps 

1.5Mbps 

 

第１１－３ ハウジングタイプ基本料 

（１）イーサアクセス利用時 

 契約単位 初期費用 月額費用 

0.5Mbps 

１サービスメニュー毎 新規販売終了 個別見積 

1Mbps 

2Mbps 

3Mbps 

4Mbps 

5Mbps 

6Mbps 

7Mbps 



8Mbps 

9Mbps 

10Mbps 

 

（２）専用回線接続利用時 

 契約単位 初期費用 月額費用 

1.5Mbps １サービスメニュー毎 新規販売終了 個別見積 

 

第１２ SuperEBN リモートクライアント接続サービス 

第１２－１ 基本料                                     （税別） 

プラン 適用 契約単位 初期費用 月額費用 

接続設定基本額 - 
１サービスメニ

ュー毎 
新規販売終了 個別見積 

サービスプラン A 毎料金月の基本接続時間 5 時間まで １ID 毎 新規販売終了 個別見積 

サービスプラン B 毎料金月の基本接続時間 10 時間まで １ID 毎 新規販売終了 個別見積 

サービスプラン C 毎料金月の基本接続時間 20 時間まで １ID 毎 新規販売終了 個別見積 

サービスプラン D 毎料金月の接続時間無制限 １ID 毎 新規販売終了 個別見積 

 

第１２－２ 超過時間料                                   （税別） 

プラン 適用 契約単位 超過時間料 

サービスプラン A 毎料金月の 5 時間を超える接続に対して １ID１分毎 

個別見積 サービスプラン B 毎料金月の 10 時間を超える接続に対して １ID１分毎 

サービスプラン C 毎料金月の 20 時間を超える接続に対して １ID１分毎 

サービスプラン D 毎料金月の接続時間無制限 １ID１分毎 なし 

 

第１３ ワイヤレス VPN 接続サービス 

第１３－１ 基本料                                      （税別） 

プラン 契約単位 
初期費用 

月額費用 
DIY 工事 オンサイト工事 

接続設定基本額 １サービスメニュー毎 0 円 0 円 0 円 

定額プラン 

1ID 毎 20,000 円 

（税込 22,000

円） 

50,000 円 

（税込 55,000 円） 

29,000 円 

（税込 31,900 円） 

・DIY 工事は当社より契約者の指定する住所に送り、契約者にてネットワーク接続装置工事を実施いたします。 

・オンサイト工事は当社より作業員を契約者の指定する住所に派遣し、ネットワーク接続装置工事を実施いたします。

工事時間は平日 9：00-17：00となります。 

・月額費用には平日オンサイト保守費用が含まれております。センドバック保守の場合は上記金額から 500 円（税込 550

円）減額となります。 



・リモート接続用機器（SIM カード）は当社からの提供とし、提供料金については「モバイル接続サービス」利用規約

で規定します。 

 

第１３－２ 追加料金 

①24 時間 365 日オンサイト保守加算料金         （税別） 

プラン 契約単位 追加月額費用 

定額プラン １ID 毎 
500 円 

（税込 550 円） 

 

②平日外オンサイト工事加算料金                              （税別） 

工事時間 プラン 契約単位 追加初期費用 

平日 17 時～23 時 

平日 8 時～9 時 

土日、祝日 9 時～17 時 
 

定額プラン 
１ID 毎 

20,000 円 

（税込 22,000 円） 

平日 23 時～8 時 

土日、祝日 17 時～23 時 

30,000 円 

（税込 33,000 円） 

土日、祝日 23 時～8 時 45,000 円 

（税込 49,500 円） 

 

 

第２表 セキュア・リモートアクセスのモバイル付加機能に関する初期費用及び月額費用 

第１ モバイル付加機能 PPP_PLUS （新規販売終了） 

第１－１ 基本料                                       （税別） 

 

第１－２ SecureID 利用料                （税別） 

区分 契約単位 初期費用 月額費用 

ワンタイムパスワードアクセスサービス １ID 毎 新規販売終了 
500 円 

（税込 550 円） 

発信者番号認証サービス １ID 毎 新規販売終了 0 円 

認証時固定 IP アドレス付与サービス １ID 毎 新規販売終了 
100 円 

（税込 110 円） 

利用期間 契約単位 月額費用 

1 年 
１ID 毎 850 円 

（税込 935 円） 

2 年 
１ID 毎 550 円 

（税込 605 円） 

3 年 
１ID 毎 480 円 

（税込 528 円） 

4 年 １ID 毎 360 円 



 

 

 

 

・利用期間として 1 年、2 年、3 年、4 年の中から選択して頂きます。 

 

第１－３ SecureID 送付料                           （税別） 

 

・SecurID を利用責任者以外に送付する場合にのみ適用します。 

 

第１－４ その他                               （税別） 

区分 契約単位 初期費用 

強制切断 １ID 毎 
10,000 円 

（税込 11,000 円） 

無通信時間監視 １ID 毎 
10,000 円 

（税込 11,000 円） 

ワンタイムパスワード設定 １ID 毎 
10,000 円 

（税込 11,000 円） 

指定プールアドレス設定 １ID 毎 
10,000 円 

（税込 11,000 円） 

・強制切断を利用する場合、別途特約を締結いただきます。 

 

第２ モバイル付加機能 プロトコルフリー型接続サービス 

第２－１ 基本料                                       （税別） 

 

・フィルタ・ポリシの登録・変更には別表に定める設定料金を適用します。 

・機体認証サービス月額費用には、デバイス証明書のライセンスが 1 枚含まれています。 

・機体認証サービスは、端末を認識するための証明書をお客様にて発行いただきます。 

・機体認証サービスは、利用端末 1 台につき、証明書 1 枚をインストールいただきます。 

・機体認証サービスの料金は契約者用の CA を構築後、証明書を発行（発行情報を登録）した月の翌月から料金が発生し

ます。 

・機体認証サービスは日割りによる請求は致しません。証明書発行数分を月末で締め、翌月請求させていただきます。 

・機体認証サービスは、発行情報を登録し、準備が整った枚数を発行数とします。 

・機体認証サービスにおいて、証明書の失効は『現証明書発行数－１』、再発行は『現証明書発行数＋１』として証明書

（税込 396 円） 

品目 契約単位 事務手数料 

個別送付 
１送付場所毎 1,000 円 

（税込 1,100 円） 

区分 契約単位 初期費用 月額費用 

機体認証サービス １端末毎 0 円 200 円(税込 220 円) 

アクセスフィルタサービス １ID 毎 - 100 円(税込 110 円) 



数をカウントします。不要になった証明書は必ず失効処理をお願いします。 

・機体認証サービスの証明書の追加発行をご希望の場合は、1 枚から、その都度実施可能です。その際、月末に発行数

を計算し、追加した翌月より合計数としてご請求いたします。 

・機体認証サービスの最低利用期間は証明書の発行日より起算し、発行日が属する月より 12 ヶ月後の月末までです。13

ヶ月目以降は月単位の更新が可能です。証明書の失効作業がない場合は自動更新になります。 

・機体認証サービスにおいて、契約者が CA 構築後 12 ヶ月を経過する日より前に本サービスを解除した場合は、本サー

ビスを解除した時点において発行中および失効済み証明書につき、当該解除があった次の日から当該期間の末日までの

期間に対応する証明書料金（月額 200 円）を、当社の指定する期日までに支払うものとします。 

・機体認証サービスにおいて、一年未満で失効した証明書は発行より一年間は請求させていただきます。ただし、失効

した証明書と同一の Subjectのなかの CN 名を持つ証明書をその期間に発行した場合は再発行として扱い、１通分の請求

となります。なお、１年未満で失効した証明書の再発行においては再発行月より請求いたします。また、1 年を超えて

失効した証明書と同一の Subject の中の CN 名を持つ証明書を発行した場合も再発行として扱いますが、その場合は発行

翌月から料金が発生し、なおかつ最低利用期間は適用されず 1 ヶ月単位の更新が可能です。 

・証明書を発行しても発行月翌月末までにその証明書発行情報を削除した場合は課金対象外となります。発行月翌月を

超えて削除した場合は発行月翌月より削除月前月までが課金対象になります。 

 

第２－２ その他                              （税別） 

区分 契約単位 初期費用 

アクセスフィルタ・ポリシの新規登録 １ポリシ１工事毎 30,000 円(税込 33,000 円) 

カスタマーコントロール管理 ID 追加削除 １ID 毎 3,000 円(税込 3,300 円) 

 

第３表 セキュア・リモートアクセスの変更等に伴う費用 

第１ サービスメニューの変更に伴う費用                            （税別） 

区分 契約単位 料金額 

事務手数料 

ネットワークパスワードの変更 
１ID 変更毎 1,000 円 

（税込 1,100 円） 

ユーザ ID の変更 
１ID 変更毎 1,000 円 

（税込 1,100 円） 

サービスプランの変更 
１ID 変更毎 1,000 円 

（税込 1,100 円） 

IP アドレスのアドレス変更 
１ID 変更毎 1,000 円 

（税込 1,100 円） 

発信者番号の番号変更及び追加 
１ID 変更毎 1,000 円 

（税込 1,100 円） 

指定プールアドレス設定サービスの変更 
１ID 変更毎 10,000 円 

（税込 11,000 円） 

ワンタイムパスワードの設定変更 
１ID 変更毎 10,000 円 

（税込 11,000 円） 

サービスプランの変更はリモートクライアント接続サービスのプラン変更時に適用されます。 



 

第２ モバイル付加機能 PPP_PLUSの変更に伴う費用                      （税別） 

・シリアル番号の変更は契約者が所有する SecurID の場合にのみ適用します。 

・契約者が利用期間中に解約を行う場合は、利用期間終了までにお支払いいただく月額費用の合計額を解約時にお支払

いいただきます。 

・契約者が利用期間中に SecurID の種別、もしくは、利用期間の変更を行う場合は、変更後の SecurID の種別、もしく

は変更後の利用期間で新規に利用を開始したものとみなし、変更前の利用期間終了までにお支払いいただく月額費用

の合計額を変更時にお支払いいただきます。 

・再交付、利用期間更新、もしくは、利用期間中の解約により利用が終了した SecurIDは、契約者の負担により当社ま

でご返送いただきます 

 

第３ モバイル付加機能 プロトコルフリー型接続サービスの変更に伴う費用                              

（税別） 

区分 契約単位 料金額 

事務手数料 

１ID 変更毎 

シリアル番号の変更 １ID 変更毎 
2,000 円 

（税込 2,200 円） 

PIN コードの変更 １ID 変更毎 
1,000 円 

（税込 1,100 円） 

一時利用停止の設定 １ID 変更毎 - 

利用再開の設定 １ID 変更毎 
1,000 円 

（税込 1,100 円） 

利用期間更新 １ID 変更毎 
2,000 円 

（税込 2,200 円） 

再交付 １ID 変更毎 
15,000 円 

（税込 16,500 円） 

強制切断サービスの時間変更 １ID 変更毎 
10,000 円 

（税込 11,000 円） 

無通信時間監視サービスの時間変更 １ID 変更毎 
10,000 円 

（税込 11,000 円） 

DNS アドレス付与サービスのアドレス変更 １ID 変更毎 
10,000 円 

（税込 11,000 円） 

   

   

区分 契約単位 料金額 

事務手数料 

DNS アドレス付与サービスのアドレス変更 １システム変更毎 
30,000 円(税込

33,000 円) 

アクセスフィルタ・ポリシの変更 １ポリシ変更毎 
30,000 円(税込み

33,000 円) 



 

 

第４表 セキュア・リモートアクセスのその他費用 

第１ 損害金 

リモート接続用機器を紛失（盗難による場合を含む）、破損、滅失してしまった場合、以下の損害金を請求いたします。                                                       

（税別） 

サービスメニューの種類 種別 契約単位 損害金 

b-mobile 接続サービス - １ID 毎 個別見積 

IP-WARP 接続サービス 

タイプ１ １ID 毎 個別見積 

タイプ２ １ID 毎 個別見積 

タイプ３ １ID 毎 個別見積 

タイプ４ １ID 毎 個別見積 

タイプ＋MR １ID 毎 個別見積 

タイプ A １ID 毎 15,000 円 

（税込 16,500

円） 

タイプ F １ID 毎 個別見積 

ワイヤレス VPN 接続サービス - １ID 毎 個別見積 

ワイヤレスイーサ接続サービス - １ID 毎 個別見積 

セキュア・インターネット VPN-ワイヤレス接

続サービス 

- １ID 毎 
個別見積 

※リモート接続機器（SIM カード）の損害金は「モバイル接続サービス」利用規約で定めます。 

 

 

ユーザ ID に対する 

適用対象アクセスフィルタ・ポリシの変更 
１工事毎 

3,000 円(税込 

3,300 円) 

その他変更 - 個別見積 


