
別表１（Master’sONE 料金表-IP-VPN-） 

 

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料金の額と、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 IP-VPN の初期費用及び月額料金等 

 第１ 専用回線接続サービス（新規販売終了）                  （１サービスメニュー契約毎） 

品目 初期費用 月額料金 

64kbps 

新規販売終了 個別見積 

128kbps 

384kbps 

512kbps 

768kbps 

1.5Mbps 

3Mbps 

4.5Mbps 

6Mbps 

 

第２ 専用回線 LAN 型接続サービス（新規販売終了）                （１サービスメニュー契約毎） 

品目 初期費用 月額料金 

64kbps 

新規販売終了 個別見積 

128kbps 

384kbps 

512kbps 

768kbps 

1.5Mbps 

 



 

第３ イーサ接続サービス                           （１サービスメニュー契約毎） 

アクセス回線種別 品目 初期費用 月額料金 

10Mbps 

0.5Mbps 

個別見積 個別見積 

1Mbps 

2Mbps 

3Mbps 

4Mbps 

5Mbps 

10Mbps 

100Mbps 

10Mbps 

20Mbps 

30Mbps 

40Mbps 

50Mbps 

100Mbps 

1Gbps 100Mbps 以上 

1Gbps ベストエフォート 1Gbps ベストエフォート 

 

 第４ 「フレッツ・オフィス」接続サービス（新規販売終了）           （１サービスメニュー契約毎） 

インターフェース 品目 初期費用 
月額料金 

（ID 課金） 

月額料金 

（帯域課金） 

イーサネット 
10Mbps 

新規販売終了 個別見積 個別見積 100Mbps 

ギガイーサネット 100Mbps 以上 

 

 第５ 「フレッツ・オフィス ワイド」接続サービス（新規販売終了）        （１サービスメニュー契約毎） 

インターフェース 品目 初期費用 
月額料金 

（ID 課金） 

月額料金 

（帯域課金） 

イーサネット 
10Mbps 

新規販売終了 個別見積 個別見積 100Mbps 

ギガイーサネット 100Mbps 以上 

 

 第６ 「フレッツ・VPN ゲート」接続サービス                  （１サービスメニュー契約毎） 

インターフェース 品目 初期費用 
月額料金 

（ID 課金） 

月額料金 

（帯域課金） 

イーサネット 
10Mbps 

個別見積 個別見積 個別見積 
100Mbps 



ギガイーサネット 100Mbps 以上 

 

 第７ 「フレッツ」専用タイプ接続サービス                  （１サービスメニュー契約毎） 

品目 初期費用 
月額料金 

（ID 課金） 

月額料金 

（帯域課金） 

Ⅰ型 2,000 円(税込 2,200 円) 3,000 円(税込 3,300 円) 200 円(税込 220 円) 

Ⅱ-1 型 2,000 円(税込 2,200 円) 4,000 円(税込 4,400 円) 200 円(税込 220 円) 

Ⅱ-2 型 2,000 円(税込 2,200 円) 6,000 円(税込 6,600 円) 200 円(税込 220 円) 

Ⅲ型 2,000 円(税込 2,200 円) 8,000 円(税込 8,800 円) 200 円(税込 220 円) 

  

第８ セキュア･インターネット VPN 接続サービス（新規販売終了） 

第８-１ 基本料 

（１） プラン A 

                                        （１サービスメニュー契約毎） 

種別 品目 

初期費用 
月額料金 

（１年契約） 

月額料金 

（２年契約） 
オンサイト 

工事 

ベーシック 

タイプ 

Ⅰ型 新規販売終了 15,750 円(税込 17,325 円) 14,750 円(税込 16,225 円) 

Ⅲ型 新規販売終了 22,500 円(税込 24,750 円) 21,500 円(税込 23,650 円) 

Ⅳ型 新規販売終了 27,400 円(税込 30,140 円) 26,400 円(税込 29,040 円) 

バリュー 

タイプ 

Ⅱ型 新規販売終了 20,600 円(税込 22,660 円) 19,000 円(税込 20,900 円) 

Ⅰ型 新規販売終了 18,550 円(税込 20,405 円) 16,750 円(税込 18,425 円) 

Ⅲ型 新規販売終了 25,300 円(税込 27,830 円) 23,500 円(税込 25,850 円) 

Ⅳ型 新規販売終了 30,200 円(税込 33,220 円) 28,400 円(税込 31,240 円) 

・上記金額には NTTPC ネットワーク利用料、アクセス回線費用、ネットワーク接続装置利用料が含まれており、アクセ

ス回線費用も当社より請求いたします。 

・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、アクセス回線工事および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。 

平日 9：00-17：00 以外の場合は別途費用が発生いたします。またお客様にてネットワーク接続装置を設置頂く際は、上

記初期費用より 15,000 円（税込 16,500 円）減額致します。 

・上記料金にはアクセス回線およびネットワーク接続装置の平日オンサイト保守費用が含まれております。 

・サービス契約解約時にネットワーク接続装置を契約者負担にて当社まで返却いただきます。当社による撤去工事を実

施する場合は第２表第２-３の料金が適用されます。 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

 

（２） プラン B 

                                        （１サービスメニュー契約毎） 

種別 品目 初期費用 月額料金 月額料金 



オンサイト 

工事 

（１年契約） （２年契約） 

ベーシック 

タイプ 

Ⅰ型 新規販売終了 11,200 円(税込 12,320 円) 10,200 円(税込 11,220 円) 

Ⅲ型 新規販売終了 18,400 円(税込 20,240 円) 17,400 円(税込 19,140 円) 

Ⅳ型 新規販売終了 18,400 円(税込 20,240 円) 17,400 円(税込 19,140 円) 

バリュー 

タイプ 

Ⅱ型 新規販売終了 14,020 円(税込 15,422 円) 12,420 円(税込 13,662 円) 

Ⅰ型 新規販売終了 14,000 円(税込 15,400 円) 12,200 円(税込 13,420 円) 

Ⅲ型 新規販売終了 21,200 円(税込 23,320 円) 19,400 円(税込 21,340 円) 

Ⅳ型 新規販売終了 21,200 円(税込 23,320 円) 19,400 円(税込 21,340 円) 

・上記金額には NTTPC ネットワーク利用料、ネットワーク接続装置利用料が含まれており、アクセス利用料は NTT 東日

本・NTT 西日本からの直接請求、他社ひかりコラボ回線利用料は該当のひかりコラボ事業者からの直接請求となります。 

・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。 

平日 9：00-17：00 以外の場合は別途費用が発生いたします。またお客様にてネットワーク接続装置を設置頂く際は、上

記初期費用より 15,000 円（税込 16,500 円）減額致します。 

・上記料金にはアクセス回線およびネットワーク接続装置の平日オンサイト保守費用が含まれております。 

・サービス契約解約時にネットワーク接続装置を契約者負担にて当社まで返却いただきます。当社による撤去工事を実

施する場合は第２表第２-３の料金が適用されます。 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

 

第８-２ 追加料金 

（１） オプション機能加算料金                       （１サービスメニュー契約毎） 

区分 初期費用 月額料金 

ISDN バックアップオプション 0 円 500 円(税込 550 円) 

ISDN バックアップ 回線定額プラン 15,800 円(税込 17,380 円) 6,040 円(税込 6,644 円) 

ワイヤレスバックアップ オプション 0 円 0 円 

ネットワーク接続装置 

オンサイト保守（24 時間 365日） 
0 円 500 円(税込 550 円) 

アクセス回線オンサイト（24時間 365 日） 個別見積 個別見積 

ネットワーク接続装置 

コールドスタンバイオプション 
個別見積 個別見積 

ネットワーク接続装置 

ホットスタンバイオプション 

（バリュータイプのみ） 

個別見積 個別見積 

BCP オプション 0 円 2,500 円(税込 2,750 円) 

付加機能 個別見積 個別見積 

・当社の指定する種別のセキュア･インターネット VPN 接続サービスを利用する場合に限ります。 

 



（２） アクセス回線工事等加算料金 

① アクセス回線平日外工事加算料金 

               （１サービスメニュー契約毎） 

工事時間 追加初期費用 

平日 8 時半～9 時 

土日、祝日 8 時半～9 時 
0 円 

平日 17 時～22 時 

土日、祝日 17 時～22 時 
10,000 円(税込 11,000 円) 

平日 22 時～8 時半 

土日、祝日 22 時～8 時半 
20,000 円(税込 22,000 円) 

 

② アクセス回線の現地調査・宅内工事における訪問時刻指定加算料金 

（１サービスメニュー契約毎） 

エリア 指定時間帯 初期費用 

NTT 東日本 

09:00-16:00 個別見積 

17:00-21:00 個別見積 

22:00-08:00 個別見積 

NTT 西日本 

09:00-16:00 個別見積 

17:00-21:00 個別見積 

22:00-08:00 個別見積 

現地調査、宅内工事の双方で時刻指定を行った場合、それぞれで料金が発生します。 

 

③配線ルート構築工事                                             

 料金 単位/対応経路数 

工事費 

開通工事と同日に

工事を実施 
14,000 円(税込 15,400 円) 1 工事ごと/1 回線 

開通工事と別日に

工事を実施 
27,000 円(税込 29,700 円) 1 工事ごと/1 回線 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

※工事日当日の作業着手以降にキャンセルをした場合には、工事費用全額を請求いたします。 

 

④構内ルート調査費用                                            

  料金 単位/対応経路数 

工事費 13,000 円(税込 14,300 円) 1 工事ごと/1 回線 

通線確認オプション 3,000 円(税込 3,300 円) 1 工事ごと/1 回線 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 



・調査前日以降の申込取消、変更については、手数料 4,500 円（税込 4,950 円）を請求いたします。また、作業着手後

のキャンセルは作業費の全額を請求いたします。 

 

（３） ネットワーク接続装置工事加算料金 

① ネットワーク接続装置平日外工事加算料金 

    （１サービスメニュー契約毎） 

工事時間 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 

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９ セキュア･インターネット VPN Light 接続サービス  

第９-１ 基本料     

（１） プラン A 

                                        （１サービスメニュー契約毎） 

種別 品目 初期費用 
月額料金 

（１年契約） 

月額料金 

（２年契約） 

ベーシック 

タイプ 

Ⅰ型 新規販売終了 13,950 円(税込 15,345 円) 12,950 円(税込 14,245 円) 

Ⅲ型 92,000 円(税込 101,200 円) 14,800 円(税込 16,280 円) 13,800 円(税込 15,180 円) 

Ⅵ型 92,000 円(税込 101,200 円) 40,000 円(税込 44,000 円) 39,000 円(税込 42,900 円) 

Ⅴ型 92,000 円(税込 101,200 円) 60,000 円(税込 66,000 円) 59,000 円(税込 64,900 円) 

Ⅳ型 新規販売終了 22,400 円(税込 24,640 円) 21,400 円(税込 23,540 円) 

・上記金額には NTTPC ネットワーク利用料、アクセス回線費用、ネットワーク接続装置利用料が含まれており、アクセ

ス回線費用も当社より請求いたします。 

・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、アクセス回線工事および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。 

平日 9：00-17：00 以外の場合は別途費用が発生いたします。またお客様にてネットワーク接続装置を設置頂く際は、上

記初期費用より 15,000 円（税込 16,500 円）減額致します。 

・上記料金にはアクセス回線およびネットワーク接続装置の平日オンサイト保守費用が含まれております。ただし、ア

クセス回線によっては、アクセス回線が 24 時間 365 日オンサイト保守になる場合がございます。詳細はサービス仕様書

を御確認ください。 

・サービス契約解約時にネットワーク接続装置を契約者負担にて当社まで返却いただきます。当社による撤去工事を実

施する場合は第２表第２-３の料金が適用されます。 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

 



（２） プラン B 

                                       （１サービスメニュー契約毎） 

種別 品目 初期費用 
月額料金 

（１年契約） 

月額料金 

（２年契約） 

ベーシック 

タイプ 

Ⅰ型 66,200 円(税込 72,820 円) 9,400 円(税込 10,340 円) 8,400 円(税込 9,240 円) 

Ⅲ型 67,100 円(税込 73,810 円) 10,700 円(税込 11,770 円) 9,700 円(税込 10,670 円) 

Ⅵ型 67,100 円(税込 73,810 円) 10,700 円(税込 11,770 円) 9,700 円(税込 10,670 円) 

Ⅴ型 67,100 円(税込 73,810 円) 13,000 円(税込 14,300 円) 12,000 円(税込 13,200 円) 

Ⅳ型 新規販売終了 1,3400 円(税込 14,740 円) 12,400 円(税込 13,640 円) 

・上記金額には NTTPC ネットワーク利用料、ネットワーク接続装置利用料が含まれており、アクセス回線費用は NTT東

日本・NTT 西日本からの直接請求、他社ひかりコラボ回線利用料は該当のひかりコラボ事業者からの直接請求となりま

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。 

お客様にてネットワーク接続装置を設置頂く際は、上記初期費用より 15,000 円（税込 16,500 円）減額致します。 

・上記料金にはアクセス回線およびネットワーク接続装置の平日オンサイト保守費用が含まれております。ただし、ア

クセス回線によっては、アクセス回線が 24 時間 365 日オンサイト保守になる場合がございます。詳細はサービス仕様書

を御確認ください。 

・サービス契約解約時にネットワーク接続装置を契約者負担にて当社まで返却いただきます。当社による撤去工事を実

施する場合は第２表第２-３の料金が適用されます。 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

 

第９-２ 追加料金 

（１） オプション機能加算料金                        （１サービスメニュー契約毎） 

区分 初期費用 月額料金 

ネットワーク接続装置 

オンサイト保守（24 時間 365日） 
0 円 500 円(税込 550 円) 

アクセス回線オンサイト（24時間 365 日） 個別見積 個別見積 

ネットワーク接続装置 

コールドスタンバイオプション 
個別見積 個別見積 

付加機能 個別見積 個別見積 

・当社の指定する種別のセキュア･インターネット VPN Light 接続サービスを利用する場合に限ります。 

 

（２） アクセス回線工事等加算料金 

①アクセス回線平日外工事加算料金 

                  （１サービスメニュー契約毎） 

工事時間 追加初期費用 

平日 8 時半～9 時 

土日、祝日 8 時半～9 時 
0 円 



平日 17 時～22 時 

土日、祝日 8 時半～22 時 
10,000 円(税込 11,000 円) 

平日 22 時～8 時半 

土日、祝日 22 時～8 時半 
20,000 円(税込 22,000 円) 

 

② アクセス回線の現地調査・宅内工事における訪問時刻指定加算料金 

（１サービスメニュー契約毎） 

エリア 指定時間帯 初期費用 

NTT 東日本 

09:00-16:00 個別見積 

17:00-21:00 個別見積 

22:00-08:00 個別見積 

NTT 西日本 

09:00-16:00 個別見積 

17:00-21:00 個別見積 

22:00-08:00 個別見積 

現地調査、宅内工事の双方で時刻指定を行った場合、それぞれで料金が発生します。 

 

③配線ルート構築工事                                             

 料金 単位/対応経路数 

工事費 

開通工事と同日に

工事を実施 
14,000 円(税込 15,400 円) 1 工事ごと/1 回線 

開通工事と別日に

工事を実施 
27,000 円(税込 29,700 円) 1 工事ごと/1 回線 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

※工事日当日の作業着手以降にキャンセルをした場合には、工事費用全額を請求いたします。 

 

④構内ルート調査費用                                             

  料金 単位/対応経路数 

工事費 13,000 円(税込 14,300 円) 1 工事ごと/1 回線 

通線確認オプション 3,000 円(税込 3,300 円) 1 工事ごと/1 回線 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

・調査前日以降の申込取消、変更については、手数料 4,500 円（税込 4,950 円）を請求いたします。また、作業着手後

のキャンセルは作業費の全額を請求いたします。 

 

（３） ネットワーク接続装置工事加算料金 

①ネットワーク接続装置平日外工事加算料金 

                 （１サービスメニュー契約毎） 



工事時間 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 

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) 

 

②高所設置作業 

初期費用 作業内容 

個別見積 １m 以上の高さにネットワーク接続装置を設置する場合に適用 

 

（４）ネットワーク接続装置工事時のオプション費用 

品目 初期費用 

装置の撤去・回収 個別見積 

ラックマウント 個別見積 

写真撮影 個別見積 

 



 第１０ セキュア･インターネット VPN-HighSpeed シンプルメニュー接続サービス  

第１０-１ 基本料 

（１）  プラン B（シンプル）                        （１サービスメニュー契約毎） 

種別 品目 初期費用 
月額料金 

（１年契約） 

月額料金 

（２年契約） 

タイプ 1 

（ワイヤレスバックアップ

（LTE）） 

Ⅴ型 
16,200 円 

(税込 17,820 円) 

9,600円(税込 10,560円) 個別見積 

Ⅵ型 9,600円(税込 10,560円) 個別見積 

Ⅲ型 9,600円(税込 10,560円) 個別見積 

・上記金額には NTTPC ネットワーク利用料、ネットワーク接続装置利用料が含まれており、アクセス回線費用は NTT東

日本・NTT 西日本からの直接請求、他社ひかりコラボ回線利用料は該当のひかりコラボ事業者からの直接請求となりま

す。 

・ネットワーク接続装置の設置工事は、お客さまにて実施いただきます。 

・上記料金にはネットワーク接続装置の 24 時間 365 日オンサイト保守費用が含まれております。 

・サービス契約解約時にネットワーク接続装置を回収キットによる返却または契約者負担にて当社まで返却いただきま

す。当社による撤去工事は実施致しません。 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

 

 

 第１１ セキュア･インターネット VPN-HighSpeed 接続サービス  

第１１-１ 基本料 

（１）  プラン A                              （１サービスメニュー契約毎） 

種別 品目 初期費用 
月額料金 

（１年契約） 

月額料金 

（２年契約） 

タイプ 1 

(ワイヤレスバック 

アップ無) 

Ⅴ型 
92,000 円 

(税込 101,200 円) 

95,000 円(税込 104,500 円) 94,000 円(税込 103,400 円) 

Ⅵ型 75,000 円(税込 82,500 円) 74,000 円(税込 81,400 円) 

Ⅲ型 25,300 円(税込 27,830 円) 24,300 円(税込 26,730 円) 

タイプ 1 

（ワイヤレスバック

アップ（3G）） 

Ⅴ型 

新規販売終了 

95,000 円(税込 104,500 円) 94,000 円(税込 103,400 円) 

Ⅵ型 75,000 円(税込 82,500 円) 74,000 円(税込 81,400 円) 

Ⅲ型 25,300 円(税込 27,830 円) 24,300 円(税込 26,730 円) 

タイプ 1 

（ワイヤレスバック

アップ（LTE）） 

Ⅴ型 
92,000 円 

(税込 101,200 円) 

95,500 円(税込 105,050 円) 94,500 円(税込 103,950 円) 

Ⅵ型 75,500 円(税込 83,050 円) 74,500 円(税込円 81,950) 

Ⅲ型 25,800 円(税込 28,380 円) 24,800 円(税込 27,280 円) 

タイプ 2 

（有線バックアップ

有） 

Ⅴ型 
112,000 円 

（税込 123,200円） 

105,000 円(税込 115,500 円) 104,000 円(税込 114,400 円) 

Ⅵ型 85,000 円(税込 93,500 円) 84,000 円(税込 92,400 円) 

Ⅲ型 35,300 円(税込 38,830 円) 34,300 円(税込 37,730 円) 

タイプ 2 

（有線バックアップ

無） 

Ⅴ型 
92,000 円 

(税込 101,200 円) 

96,500 円(税込 106,150 円) 95,500 円(税込 105,050 円) 

Ⅵ型 76,500 円(税込 84,150 円) 75,500 円(税込 83,050 円) 

Ⅲ型 26,800 円(税込 29,480 円) 25,800 円(税込円 28,380) 



タイプ 2 

（ホットスタンバイ） 

Ⅴ型 
120,000 円 

(税込 132,000 円) 

109,000 円(税込 119,900 円) 108,000 円(税込 118,800 円) 

Ⅵ型 89,000 円(税込 97,900 円) 88,000 円(税込 96,800 円) 

Ⅲ型 39,300 円(税込 43,230 円) 38,300 円(税込 42,130 円) 

・上記金額には NTTPC ネットワーク利用料、アクセス回線費用、ネットワーク接続装置利用料が含まれており、アクセ

ス回線費用も当社より請求いたします。 

・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、アクセス回線工事および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。 

平日 9：00-17：00 以外の場合は別途費用が発生いたします。またお客様にてネットワーク接続装置を設置頂く際は、上

記初期費用より 15,000 円（税込 16,500 円）減額致します。 

・上記料金にはアクセス回線およびネットワーク接続装置の平日オンサイト保守費用が含まれております。ただし、ア

クセス回線によっては、アクセス回線が 24 時間 365 日オンサイト保守になる場合がございます。詳細はサービス仕様書

を御確認ください。 

・サービス契約解約時にネットワーク接続装置を契約者負担にて当社まで返却いただきます。当社による撤去工事を実

施する場合は第２表第２-３の料金が適用されます。 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

 

（２）  プラン B（ひかり電話を利用しない）                 （１サービスメニュー契約毎） 

種別 品目 初期費用 
月額料金 

（１年契約） 

月額料金 

（２年契約） 

タイプ 1 

(ワイヤレスバック

アップ無) 

Ⅴ型 
65,100 円 

(税込 71,610 円) 

53,900 円(税込 59,290 円) 52,900 円(税込 58,190 円) 

Ⅵ型 20,100 円(税込 22,110 円) 19,100 円(税込 21,010 円) 

Ⅲ型 20,100 円(税込 22,110 円) 19,100 円(税込 21,010 円) 

タイプ 1 

（ワイヤレスバック

アップ（3G）） 

Ⅴ型 

新規販売終了 

53,900 円(税込 59,290 円) 52,900 円(税込 58,190 円) 

Ⅵ型 20,100 円(税込 22,110 円) 19,100 円(税込 21,010 円) 

Ⅲ型 20,100 円(税込 22,110 円) 19,100 円(税込 21,010 円) 

タイプ 1 

（ワイヤレスバック

アップ（LTE）） 

Ⅴ型 
65,100 円 

(税込 71,610 円) 

54,400 円(税込 59,840 円) 53,400 円(税込 58,740 円) 

Ⅵ型 20,600 円(税込 22,660 円) 19,600 円(税込 21,560 円) 

Ⅲ型 20,600 円(税込 22,660 円) 19,600 円(税込 21,560 円) 

タイプ 2 

（有線バックアップ

有） 

Ⅴ型 
65,100 円 

(税込 71,610 円) 

58,400 円(税込 64,240 円) 57,400 円(税込 63,140 円) 

Ⅵ型 24,600 円(税込 270,60 円) 23,600 円(税込 25,960 円) 

Ⅲ型 24,600 円(税込 270,60 円) 23,600 円(税込 25,960 円) 

タイプ 2 

（有線バックアップ

無） 

Ⅴ型 
65,100 円 

(税込 71,610 円) 

55,400 円(税込 60,940 円) 54,400 円(税込 59,840 円) 

Ⅵ型 21,600 円(税込 23,760 円) 20,600 円(税込 22,660 円) 

Ⅲ型 21,600 円(税込 23,760 円) 20,600 円(税込 22,660 円) 

タイプ 2 

（ホットスタンバ

イ） 

Ⅴ型 
83,100 円 

(税込 91,410 円) 

62,400 円(税込 68,640 円) 61,400 円(税込 67,540 円) 

Ⅵ型 28,600 円(税込 31,460 円) 27,600 円(税込 30,360 円) 

Ⅲ型 28,600 円(税込 31,460 円) 27,600 円(税込 30,360 円) 

・上記金額には NTTPC ネットワーク利用料、ネットワーク接続装置利用料が含まれており、アクセス回線費用は NTT東

日本・NTT 西日本からの直接請求、他社ひかりコラボ回線利用料は該当のひかりコラボ事業者からの直接請求となりま



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。 

お客様にてネットワーク接続装置を設置頂く際は、上記初期費用より 15,000 円（税込 16,500 円）減額致します。 

・上記料金にはアクセス回線およびネットワーク接続装置の平日オンサイト保守費用が含まれております。ただし、ア

クセス回線によっては、アクセス回線が 24 時間 365 日オンサイト保守になる場合がございます。詳細はサービス仕様書

を御確認ください。 

・サービス契約解約時にネットワーク接続装置を契約者負担にて当社まで返却いただきます。当社による撤去工事を実

施する場合は第２表第２-３の料金が適用されます。 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

 

（３）  プラン B（ひかり電話を利用する）                  （１サービスメニュー契約毎） 

種別 品目 初期費用 
月額料金 

（１年契約） 

月額料金 

（２年契約） 

タイプ 1 

(ワイヤレスバック

アップ無) 

Ⅴ型 
67,100 円 

(税込 73,810 円) 

54,400 円(税込 59,840 円) 53,400 円(税込 58,740 円) 

Ⅵ型 20,600 円(税込 22,660 円) 19,600 円(税込 21,560 円) 

Ⅲ型 20,600 円(税込 22,660 円) 19,600 円(税込 21,560 円) 

タイプ 1 

（ワイヤレスバック

アップ（3G）） 

Ⅴ型 

新規販売終了 

54,400 円(税込 59,840 円) 53,400 円(税込 58,740 円) 

Ⅵ型 20,600 円(税込 22,660 円) 19,600 円(税込 21,560 円) 

Ⅲ型 20,600 円(税込 22,660 円) 19,600 円(税込 21,560 円) 

タイプ 1 

（ワイヤレスバック

アップ（LTE）） 

Ⅴ型 
67,100 円 

(税込 73,810 円) 

54,900 円(税込 60,390 円) 53,900 円(税込 59,290 円) 

Ⅵ型 21,100 円(税込 23,210 円) 20,100 円(税込 22,110 円) 

Ⅲ型 21,100 円(税込 23,210 円) 20,100 円(税込 22,110 円) 

タイプ 2 

（有線バックアップ

有） 

Ⅴ型 
67,100 円 

(税込 73,810 円) 

58,900 円(税込 64,790 円) 57,900 円(税込 63,690 円) 

Ⅵ型 25,100 円(税込 27,610 円) 24,100 円(税込 26,510 円) 

Ⅲ型 25,100 円(税込 27,610 円) 24,100 円(税込 26,510 円) 

タイプ 2 

（有線バックアップ

無） 

Ⅴ型 
67,100 円 

(税込 73,810 円) 

56,900 円(税込 62,590 円) 55,900 円(税込 61,490 円) 

Ⅵ型 23,100 円(税込 25,410 円) 22,100 円(税込 24,310 円) 

Ⅲ型 23,100 円(税込 25,410 円) 22,100 円(税込 24,310 円) 

・上記金額には NTTPC ネットワーク利用料、ネットワーク接続装置利用料が含まれており、アクセス回線費用は NTT東

日本・NTT 西日本からの直接請求、他社ひかりコラボ回線利用料は該当のひかりコラボ事業者からの直接請求となりま

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。 

お客様にてネットワーク接続装置を設置頂く際は、上記初期費用より 15,000 円（税込 16,500 円）減額致します。 

・上記料金にはアクセス回線およびネットワーク接続装置の平日オンサイト保守費用が含まれております。ただし、ア

クセス回線によっては、アクセス回線が 24 時間 365 日オンサイト保守になる場合がございます。詳細はサービス仕様書

を御確認ください。 

・サービス契約解約時にネットワーク接続装置を契約者負担にて当社まで返却いただきます。当社による撤去工事を実



施する場合は第２表第２-３の料金が適用されます。 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

 

第１１-２ 追加料金 

（１） オプション機能加算料金                （１サービスメニュー契約毎） 

区分 初期費用 月額料金 

ネットワーク接続装置 

オンサイト保守（24 時間 365日） 
0 円 500 円(税込 550 円) 

アクセス回線オンサイト（24時間 365 日） 個別見積 3,000 円(税込 3,300 円) 

ネットワーク接続装置 

コールドスタンバイオプション 
個別見積 個別見積 

Wi-Fi オプション 0 円 1,500 円(税込 1,650 円) 

付加機能 個別見積 個別見積 

インターネットブレイクアウト 0 円 4,500 円（税込 4,950 円） 

・当社の指定する種別のセキュア･インターネット VPN-HighSpeed 接続サービスを利用する場合に限ります。 

 

（２） アクセス回線工事等加算料金 

①アクセス回線平日外工事加算料金 

                 （１サービスメニュー契約毎） 

工事時間 追加初期費用 

平日 8 時半～9 時 

土日、祝日 8 時半～9 時 
0 円 

平日 17 時～22 時 

土日、祝日 8 時半～22 時 
10,000 円(税込 11,000 円) 

平日 22 時～8 時半 

土日、祝日 22 時～8 時半 
20,000 円(税込 22,000 円) 

 

② アクセス回線の現地調査・宅内工事における訪問時刻指定加算料金 

（１サービスメニュー契約毎） 

エリア 指定時間帯 初期費用 

NTT 東日本 

09:00-16:00 11,000 円(税込 12,100 円) 

17:00-21:00 18,000 円(税込 19,800 円) 

22:00-08:00 28,000 円(税込 30,800 円) 

NTT 西日本 

09:00-16:00 11,000 円(税込 12,100 円) 

17:00-21:00 20,000 円(税込 22,000 円) 

22:00-08:00 30,000 円(税込 33,000 円) 

現地調査、宅内工事の双方で時刻指定を行った場合、それぞれで料金が発生します。 

 

③配線ルート構築工事                                 （税別） 



 料金 単位/対応経路数 

工事費 

開通工事と同日に

工事を実施 
14,000 円(税込 15,400 円) 1 工事ごと/1 回線 

開通工事と別日に

工事を実施 
27,000 円(税込 29,700 円) 1 工事ごと/1 回線 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

※工事日当日の作業着手以降にキャンセルをした場合には、工事費用全額を請求いたします。 

 

④構内ルート調査費用                                

  料金 単位/対応経路数 

工事費 13,000 円(税込 14,300 円) 1 工事ごと/1 回線 

通線確認オプション 3,000 円(税込 3,300 円) 1 工事ごと/1 回線 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

・調査前日以降の申込取消、変更については、手数料 4,500 円（税込 4,950 円）を請求いたします。また、作業着手後

のキャンセルは作業費の全額を請求いたします。 

 

（３） ネットワーク接続装置工事加算料金 

①ネットワーク接続装置平日外工事加算料金 

                 （１サービスメニュー契約毎） 

工事時間 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 

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) 

 

②高所設置作業 

初期費用 作業内容 

個別見積 １m 以上の高さにネットワーク接続装置を設置 

 

（４）ネットワーク接続装置工事時のオプション費用 

品目 初期費用 

装置の撤去・回収 個別見積 

ラックマウント 個別見積 

写真撮影 個別見積 



第１２ セキュア･インターネット VPN-コラボレーション接続サービス  

第１２-１ 基本料 

 

（１） プラン A                               （１サービスメニュー契約毎） 

種別 品目 初期費用 月額料金（１年契約） 

タイプ 1（バックアップ無し） 

PC 社指定 CPE 機種 
Ⅲ型 42,000 円(税込 46,200 円) 12,000 円(税込 13,200 円) 

タイプ１（バックアップ（LTE）） 

PC 社指定 CPE 機種 
Ⅲ型 45,000 円(税込 49,500 円) 13,000 円(税込 14,300 円) 

タイプ１（バックアップ無し） 

パートナー指定 CPE 機種 
Ⅲ型 42,000 円(税込 46,200 円) 12,500 円(税込 13,750 円) 

タイプ１（バックアップ（LTE）） 

パートナー指定 CPE 機種 
Ⅲ型 45,000 円(税込 49,500 円) 13,500 円(税込 14,850 円) 

タイプ 1（デフォルトルート、バッ

クアップ無し）PC 社指定 CPE機種 
Ⅲ型 42,000 円(税込 46,200 円) 12,000 円(税込 13,200 円) 

タイプ 1（デフォルトルート、バッ

クアップ無し）パートナー指定 CPE

機種 

Ⅲ型 42,000 円(税込 46,200 円) 12,500 円(税込 13,750 円) 

タイプ 1（フルルート、バックアッ

プ無し）PC 社指定 CPE 機種 
Ⅲ型 42,000 円(税込 46,200 円) 13,000 円(税込 14,300 円) 

タイプ 1（フルルート、バックアッ

プ<LTE>）PC 社指定 CPE 機種 
Ⅲ型 45,000 円(税込 49,500 円) 14,000 円(税込 15,400 円) 

タイプ 1（フルルート、バックアッ

プ無し）パートナー指定 CPE機種 
Ⅲ型 42,000 円(税込 46,200 円) 13,500 円(税込 14,850 円) 

タイプ 1（フルルート、バックアッ

プ<LTE>）パートナー指定 CPE機種 
Ⅲ型 45,000 円(税込 49,500 円) 14,500 円(税込 15,950 円) 

・上記金額には NTTPC ネットワーク利用料、アクセス回線（当社がファイバーライン利用規約に基づき提供）の料金が

含まれており、アクセス回線費用も当社より請求いたします。ファイバーラインは定額型サービス 戸建て向け（Ⅰ型、

Ⅱ型、Ⅲ型）を F タイプ および 集合住宅向け（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型）を M タイプ とします。ファイバーラインのオプ

ションはご利用いただけません。 

・アクセス回線は、通常 9：00-17：00 のオンサイト保守となります。ただし、アクセス回線保守オプションとして、「ア

クセス回線オンサイト（24 時間 365 日）」を選択いただくことにより、24 時間 365 日オンサイト保守へ提供条件が変更

になります。ファイバーラインの 24 時間出張修理オプションはご利用いただけません。 

・アクセス回線の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

 

 

 



（２） プラン B                              （１サービスメニュー契約毎） 

種別 品目 初期費用 月額料金（１年契約） 

タイプ１（バックアップ無） 

PC 社指定 CPE 機種 
Ⅴ型・Ⅵ型・Ⅲ型 0 円 7,500 円(税込 8,250 円) 

タイプ１（バックアップ（LTE）） 

PC 社指定 CPE 機種 
Ⅴ型・Ⅵ型・Ⅲ型 3,000 円(税込 3,300 円) 8,500 円(税込 9,350 円) 

タイプ１（バックアップ無） 

パートナー指定 CPE 機種 
Ⅴ型・Ⅵ型・Ⅲ型 0 円 8,000 円(税込 8,800 円) 

タイプ１（バックアップ（LTE）） 

パートナー指定 CPE 機種 
Ⅴ型・Ⅵ型・Ⅲ型 3,000 円(税込 3,300 円) 9,000 円(税込 9,900 円) 

タイプ 1（デフォルトルート、バッ

クアップ無し）PC 社指定 CPE機種 
Ⅴ型・Ⅵ型・Ⅲ型 0 円 7,500 円(税込 8,250 円) 

タイプ 1（デフォルトルート、バッ

クアップ無し）パートナー指定 CPE

機種 

Ⅴ型・Ⅵ型・Ⅲ型 0 円 8,000 円(税込 8,800 円) 

タイプ 1（フルルート、バックアッ

プ無し）PC 社指定 CPE 機種 
Ⅴ型・Ⅵ型・Ⅲ型 0 円 8,500 円(税込 9,350 円) 

タイプ 1（フルルート、バックアッ

プ<LTE>）PC 社指定 CPE 機種 
Ⅴ型・Ⅵ型・Ⅲ型 3,000 円(税込 3,300 円) 9,500 円(税込 10,450 円) 

タイプ 1（フルルート、バックアッ

プ無し）パートナー指定 CPE機種 
Ⅴ型・Ⅵ型・Ⅲ型 0 円 9,000 円(税込 9,900 円) 

タイプ 1（フルルート、バックアッ

プ<LTE>）パートナー指定 CPE機種 
Ⅴ型・Ⅵ型・Ⅲ型 3,000 円(税込 3,300 円) 10,000 円(税込 11,000 円) 

・Ⅲ型における「B フレッツ」・「フレッツ・光プレミアム」・ファイバーライン M・F タイプはご利用いただけません。 

・上記金額は NTTPC ネットワーク利用料となります。アクセス回線費用は NTT 東日本・NTT 西日本からの直接請求、他

社ひかりコラボ回線利用料は該当のひかりコラボ事業者からの直接請求となります。 

 

第１２－２ 追加料金 

（１） オプション機能加算料金                       （１サービスメニュー契約毎） 

種別 初期費用 月額料金 

専有型 基本料 114,800 円(税込 126,280 円) 459,200 円(税込 505,120 円) 

※ 専有型を選択の場合、バックアップ LTE はご利用いただけません。 

 

種別 初期費用 月額料金 

一元保守 0 円 500 円（税込 550 円） 

アクセス回線オンサイト（24時間 365 日） 個別見積 3,000 円(税込 3,300 円) 

 

 

（２） アクセス回線 



① アクセス回線平日外工事加算料金                         （1 工事ごと/1 回線） 

工事時間 追加初期費用 

平日 8 時半～9 時 

土日、祝日 8 時半～9 時 
0 円 

平日 17 時～22 時 

土日、祝日 17 時～22 時 
10,000 円(税込 11,000 円) 

平日 22 時～8 時半 

土日、祝日 22 時～8 時半 
20,000 円(税込 22,000 円) 

 

②  アクセス回線の現地調査・宅内工事における訪問時刻指定加算料金          （1 工事ごと/1 回線） 

エリア 指定時間帯 初期費用 

NTT 東日本 

09:00-16:00 11,000 円(税込 12,100 円) 

17:00-21:00 18,000 円(税込 19,800 円) 

22:00-08:00 28,000 円(税込 30,800 円) 

NTT 西日本 

09:00-16:00 11,000 円(税込 12,100 円) 

17:00-21:00 20,000 円(税込 22,000 円) 

22:00-08:00 30,000 円(税込 33,000 円) 

現地調査、宅内工事の双方で時刻指定を行った場合、それぞれで料金が発生します。 

 

③ 配線ルート構築工事                                       

 料金 単位/対応経路数 

工事費 

開通工事と同日に

工事を実施 
14,000 円(税込 15,400 円) 1 工事ごと/1 回線 

開通工事と別日に

工事を実施 
27,000 円(税込 29,700 円) 1 工事ごと/1 回線 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

※工事日当日の作業着手以降にキャンセルをした場合には、工事費用全額を請求いたします。 

 

④ 構内ルート調査費用                                      

  料金 単位/対応経路数 

工事費 13,000 円(税込 14,300 円) 1 工事ごと/1 回線 

通線確認オプション 3,000 円(税込 3,300 円) 1 工事ごと/1 回線 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

・調査前日以降の申込取消、変更については、手数料 4,500 円（税込 4,950）を請求いたします。また、作業着手後の

キャンセルは作業費の全額を請求いたします。 

 

 第１３ 「フレッツ」シェアードタイプ接続設定サービス（新規販売終了）  

第１３-１ 基本料                              （１サービスメニュー契約毎） 



種別 品目 初期費用 
月額料金 

（１年契約） 

月額料金 

（２年契約） 

タイプ C 

Ⅰ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

Ⅱ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

Ⅲ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

タイプ Y 

Ⅰ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

Ⅱ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

Ⅲ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

タイプ R 

Ⅰ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

Ⅱ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

Ⅲ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

タイプ P 

Ⅰ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

Ⅱ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

Ⅲ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

・上記金額には NTTPC ネットワーク利用料、ネットワーク接続装置利用料が含まれており、アクセス利用料は NTT 東日

本・NTT 西日本からの直接請求、他社ひかりコラボ回線利用料は該当のひかりコラボ事業者からの直接請求となります。 

・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。 

平日 9：00-17：00 以外の場合は別途費用が発生いたします。またお客様にてネットワーク接続装置を設置頂く際は、上

記初期費用より 15,000 円（税込 16,500 円）減額致します。 

・上記料金にはアクセス回線およびネットワーク接続装置の平日オンサイト保守費用が含まれております。 

・サービス契約解約時にネットワーク接続装置を契約者負担にて当社まで返却いただきます。当社による撤去工事を実

施する場合は第２表第２-３の料金が適用されます。 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

 

第１３-２ 追加料金 

（１） オプション機能加算料金                     （１サービスメニュー契約毎） 

区分 初期費用  月額料金 

ISDN バックアップオプション 新規販売終了  個別見積 

ISDN バックアップ 回線定額プラン 新規販売終了  個別見積 

ネットワーク接続装置 

オンサイト保守（24 時間 365日） 
新規販売終了 

 
個別見積 

アクセス回線オンサイト（24時間 365 日） 個別見積  個別見積 

付加機能 新規販売終了  個別見積 

・当社の指定する種別のセキュア･インターネット VPN 接続サービスを利用する場合に限ります。 

 

（２） 平日外工事加算料金 

① アクセス回線平日外工事加算料金 



         （１サービスメニュー契約毎） 

工事時間 追加初期費用 

平日 8 時半～9 時 

土日、祝日 8 時半～9 時 
新規販売終了 

平日 17 時～22 時 

土日、祝日 17 時～22 時 
新規販売終了 

平日 22 時～8 時半 

土日、祝日 22 時～8 時半 
新規販売終了 

 

② ネットワーク接続装置平日外工事加算料金 

         （１サービスメニュー契約毎） 

工事時間 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 

新規販売終了 

平日 23 時～8 時 

土日、祝日 17 時～23 時 
新規販売終了 

土日、祝日 23 時～8 時 新規販売終了 

 

 第１４ ビジネス専用網接続型サービス（新規販売終了）  

第１４-１ 基本料                              （１サービスメニュー契約毎） 

種別 品目 初期費用 
月額料金 

NW 定額通信料 接続機器使用料 

タイプ A 
Ⅰ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

Ⅲ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

タイプ B 

タイプ C 

Ⅰ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

Ⅲ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

タイプ D 
Ⅰ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

Ⅲ型 新規販売終了 個別見積 個別見積 

・上記金額には NTTPC ネットワーク利用料、ネットワーク接続装置利用料が含まれており、アクセス利用料は NTT 東日

本・NTT 西日本からの直接請求、他社ひかりコラボ回線利用料は該当のひかりコラボ事業者からの直接請求となります。 

・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。 

平日 9：00-17：00 以外の場合は別途費用が発生いたします。またお客様にてネットワーク接続装置を設置頂く際は、上

記初期費用より 15,000 円（税込 16,500 円）減額致します。 

・上記料金にはアクセス回線およびネットワーク接続装置の平日オンサイト保守費用が含まれております。 

・サービス契約解約時にネットワーク接続装置を契約者負担にて当社まで返却いただきます。当社による撤去工事を実

施する場合は第２表第２-３の料金が適用されます。 



・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

 

第１４-２ 追加料金 

（１） オプション機能加算料金               （１サービスメニュー契約毎） 

区分 初期費用 月額料金 

ISDN バックアップオプション 新規販売終了 個別見積 

ISDN バックアップ 回線定額プラン 新規販売終了 個別見積 

接続機器 

オンサイト保守（24 時間 365日） 
新規販売終了 個別見積 

アクセス回線オンサイト（24時間 365 日） 個別見積 個別見積 

付加機能 新規販売終了 個別見積 

・当社の指定する種別のセキュア･インターネット VPN 接続サービスを利用する場合に限ります。 

 

（２） 平日外工事加算料金 

③ アクセス回線平日外工事加算料金 

         （１サービスメニュー契約毎） 

工事時間 追加初期費用 

平日 8 時半～9 時 

土日、祝日 8 時半～9 時 
新規販売終了 

平日 17 時～22 時 

土日、祝日 17 時～22 時 
新規販売終了 

平日 22 時～8 時半 

土日、祝日 22 時～8 時半 
新規販売終了 

 

④ ネットワーク接続装置平日外工事加算料金 

         （１サービスメニュー契約毎） 

工事時間 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 

新規販売終了 

平日 23 時～8 時 

土日、祝日 17 時～23 時 
新規販売終了 

土日、祝日 23 時～8 時 新規販売終了 

 

 

 第１５ 構内接続サービス                           （１サービスメニュー契約毎） 

アクセス回線種別 品目 初期費用 月額料金 

10Mbps 10Mbps 35,000 円(税込 38,500 円) 50,000 円(税込 55,000 円) 



100Mbps 100Mbps 35,000 円(税込 38,500 円) 300,000 円(税込 330,000 円) 

1Gbps 

200Mbps 

個別見積 個別見積 

300Mbps 

400Mbps 

500Mbps 

600Mbps 

700Mbps 

800Mbps 

900Mbps 

1Gbps 

 

 第１６ 端末設備に係る費用            （１サービスメニュー契約毎） 

品目 初期費用 月額料金 

屋内配線 個別見積 個別見積 

回線終端装置 個別見積 個別見積 

 

 第１７ マルチキャリア接続サービス （１サービスメニュー契約毎） 

初期費用 月額料金 

個別見積 個別見積 

  

第１８ CO-CO イーササービス（新規販売終了） （１サービスメニュー契約毎） 

初期費用 月額費用 

新規販売終了 39,000円(税込 42,900円) 

 

第２表 IP-VPN 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                     （１サービスメニュー契約毎） 

区分 料金額 

事務手数料 

加入者回線の品目変更 個別見積 

加入者回線の品目変更を伴わない 

接続サービスの品目変更 
25,000円(税込 27,500円) 

加入者回線の品目変更を伴うサービスメニューの品目変更 個別見積 

加入者回線の設置場所変更 個別見積 

ネットワークセンタの変更 個別見積 

ネットワークの追加/変更 25,000円(税込 27,500円) 

セキュア･インターネット VPN接続サービス、セキュア・インターネ

ットＶＰＮ Lｉｇｈｔ接続サービス、セキュア･インターネット

VPN-HiｇｈSpeed 接続サービス、「フレッツ」シェアードタイプ接続設

定サービス、ビジネス専用網接続型サービスへのネットワークの追加

個別見積 



/変更 

セキュア･インターネット VPN 接続サービス、セキュア・インターネ

ットＶＰＮ Lｉｇｈｔ接続サービス、セキュア･インターネット

VPN-HiｇｈSpeed 接続サービス、セキュア･インターネット VPN-コラ

ボレーション接続サービス、「フレッツ」シェアードタイプ接続設定

サービス、ビジネス専用網接続型サービスの品目変更 

個別見積 

セキュア･インターネット VPN 接続サービス、セキュア・インターネ

ットＶＰＮ Lｉｇｈｔ接続サービス、セキュア･インターネット

VPN-HiｇｈSpeed 接続サービス、セキュア･インターネット VPN-コラ

ボレーション接続サービス、「フレッツ」シェアードタイプ接続設定

サービス、ビジネス専用網接続型サービスの設置場所変更 

個別見積 

「フレッツ・オフィス」/「フレッツ・オフィス ワイド」へのアクセ

ス回線の追加/変更 
個別見積 

「フレッツ」専用タイプ接続サービスの品目変更 2,000 円(税込 2,200 円) 

契約譲渡手数料 2,000 円(税込 2,200 円) 

 

第２ オンサイト工事の変更等に伴う費用 

第２-１ 設置工事日変更に伴う費用                                 （１変更申請毎） 

サービスメニュー 
設置工事日より３

営業日以前の申請 

設置工事日より２

営業日前の申請 

設置工事日より１

営業日前の申請 

セキュア･インターネット VPN接続サービス 無料 初期費用の 50％ 初期費用の 100％ 

セキュア・インターネット VPN Lｉｇｈｔ接続サー

ビス 

無料 初期費用の 50％ 初期費用の 100％ 

セキュア・インターネット VPN-HighSpeed 接続サー

ビス 

無料 初期費用の 50％ 初期費用の 100％ 

 「フレッツ」シェアードタイプ接続設定サービス 無料 初期費用の 50％ 初期費用の 100％ 

ビジネス専用網接続型サービス 無料 初期費用の 50％ 初期費用の 100％ 

※当社の営業時間を過ぎてから申請された変更申請については、翌営業日を申請日とします。 

※当日のネットワーク機器設置工事において、契約者に帰する事由により再度設置工事を必要とする場合も含みます。 

 

  第２-２ 設置工事区分の変更に伴う費用                         （１変更申請毎） 

メニュー 区分 適用料金 

セキュア･インターネット VPN接続サービス 

契約者による設置工事への変更 

初期費用より 30,000 円 

(税込 33,000 円) 

減額 

セキュア・インターネット VPN Lｉｇｈｔ接続サー

ビス 

セキュア・インターネット VPN-HighSpeed 接続サー

ビス 

「フレッツ」シェアードタイプ接続設定サービス 



ビジネス専用網接続型サービス 

セキュア･インターネット VPN接続サービス 

契約者による設置工事から当社に

よる設置工事への変更 

60,000 円 

(税込 66,000 円) 

セキュア・インターネット VPN Lｉｇｈｔ接続サー

ビス 

セキュア・インターネット VPN-HighSpeed 接続サー

ビス 

「フレッツ」シェアードタイプ接続設定サービス 

ビジネス専用網接続型サービス 

※契約者による設置工事への変更は、サービス契約申込みと同時に当社へ申告した場合に適用となります。 

※契約者による設置工事から当社による設置工事への変更は、初期費用とは別に上記適用料金が必要となります。 

※契約者による設置工事から当社による設置工事への変更は、契約者の希望する工事日に対応できない場合があります。 

 

  第２-３ 撤去工事変更に伴う費用                             （１変更申請毎） 

サービスメニュー 区分 適用料金 

セキュア･インターネット VPN接続サービス 

当社による撤去工事への変更 
35,000 円 

(税込 38,500 円) 

セキュア・インターネット VPN Lｉｇｈｔ接続サー

ビス 

セキュア・インターネット VPN-HighSpeed 接続サー

ビス 

「フレッツ」シェアードタイプ接続設定サービス 

ビジネス専用網接続型サービス 

・工事および提供後の保守実施に関する場所が離島の場合、上記料金以外に別途料金が発生する場合があります。 

 

第３表 IP-VPN のその他費用 

第１ 損害金 

ネットワーク接続装置を紛失（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。 

サービスメニューの種類 契約単位 種別 損害金 

セキュア･インターネット VPN接続サービス 

１サービス 

メニュー 

契約毎 

ベーシック

タイプ 
40,000 円(税込 44,000 円) 

バリュー 

タイプ 
70,000 円(税込 77,000 円) 

セキュア･インターネット VPN Lｉｇｈｔ接続サービス 
ベーシック

タイプ 
40,000 円(税込 44,000 円) 

セキュア･インターネット VPN-HighSpeed シンプルメニュ

ー 接続サービス 

全タイプ 
70,000 円(税込 77,000 円) 

セキュア･インターネット VPN-HighSpeed 接続サービス 全タイプ 70,000 円(税込 77,000 円) 

「フレッツ」シェアードタイプ接続設定サービス 全タイプ 70,000 円(税込 77,000 円) 

ビジネス専用網接続型サービス 全タイプ 70,000 円(税込 77,000 円) 

 



第 4 表 IP-VPN 料金の計算方法 

サービスメニューの種類 料金の計算方法 

イーサ接続 月額料金について、次の場合が生じたときは、利用日数に応じて暦日数により日割

します。 

（1）利用開始日が暦月の初日以外の日であったとき。 

（2）契約解除日が、第２３条に規定する最低利用期間の経過後であり、かつ暦月の

初日以外の日であったとき。 

（3）暦日の初日以外の日にサービス区別等の変更または移転等により月額料金の額

が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加

又は減少のあった日から適用します。ただし、その変更等により複数の加入者回線

等が設置された場合は、それぞれの加入者回線等にかかる月額料金について、（1）

又は（2）の規定に準じて算出します。 

 


