
別表１（Master’sONE 料金表-Ether-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 Ether-VPN の初期費用及び月額料金等 

第1 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 

 

第2 ブロードバンド･イーサ接続サービス（新規販売終了） 

第2-1 基本料金                               （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 23,850 円(税込 26,235 円) 18,850 円(税込 20,735 円) 

Ⅲ型 新規販売終了 30,700 円(税込 33,770 円) 25,700 円(税込 28,270 円) 

Ⅳ型 新規販売終了 35,600 円(税込 39,160 円) 30,600 円(税込 33,660 円) 

バックアップタイプ 

Ⅰ型 新規販売終了 20,350 円(税込 22,385 円) 16,350 円(税込 17,985 円) 

Ⅲ型 新規販売終了 27,200 円(税込 29,920 円) 23,200 円(税込 25,520 円) 

Ⅳ型 新規販売終了 32,100 円(税込 35,310 円) 28,100 円(税込 30,910 円) 

プレミアムタイプ Ⅳ型 新規販売終了 46,000 円(税込 50,600 円) 42,000 円(税込 46,200 円) 



Ⅲ型 新規販売終了 41,100 円(税込 45,210 円) 37,100 円(税込 40,810 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 NTTPC 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。 

 

第2-2 追加料金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 1,000 円(税込 1,100 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 

・当社の指定する種別のブロードバンド・イーサ接続サービスを利用する場合に限ります。 

 

（1） 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                       （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。 

 



（2） ネットワーク接続装置工事加算料金 

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3 ブロードバンド・イーサ Light 接続サービス（新規販売終了） 

第3-1 基本料金                               （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） 

ベーシックタイプ 

Ⅰ型 新規販売終了 16,300 円(税込 17,930 円) 

Ⅲ型 新規販売終了 16,300 円(税込 17,930 円) 

Ⅳ型 新規販売終了 21,200 円(税込 23,320 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 NTTPC 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。 

 

第3-2 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 1,000 円(税込 1,100 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 

・当社の指定する種別のブロードバンド・イーサ 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 0 円 



土日、祝日 8 時半～9 時 

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 

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 30,000 円(税込 30,000 円) 



土日、祝日 17 時～23 時 

土日、祝日 23 時～8 時 45,000 円(税込 45,000 円) 

 

第4 ブロードバンド・イーサ ハイグレード接続サービス 

第4-1 基本料金                              

（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 

Ⅴ型 55,000 円(税込 60,500 円) 87,900 円(税込 96,690 円) 86,900 円(税込 95,590 円) 

Ⅵ型 55,000 円(税込 60,500 円) 67,900 円(税込 74,690 円) 66,900 円(税込 73,590 円) 

Ⅲ型 55,000 円(税込 60,500 円) 17,900 円(税込 19,690 円) 16,900 円(税込 18,590 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 NTTPC 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） 

タイプ 1 

Ⅴ型 35,000 円(税込 38,500 円) 46,800 円(税込 51,480 円) 45,800 円(税込 50,380 円) 

Ⅵ型 35,000 円(税込 38,500 円) 12,700 円(税込 13,970 円) 11,700 円(税込 12,870 円) 

Ⅲ型 35,000 円(税込 38,500 円) 12,700 円(税込 13,970 円) 11,700 円(税込 12,870 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

西からの直接請求、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4-2 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) 

付加機能 個別見積 個別見積 

 

（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 

 
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                                                 

（税別） 

  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）（税別） 

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5 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6 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7 Ether-VPN・IP-VPN 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8 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9 ビジネス専用網接続型サービス（新規販売終了）  

第9-1 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 

・アクセス回線費用は NTT 東西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、接続機器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。 

・月額料金には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 

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 

付加機能 新規販売終了 個別見積 

・アクセス回線のオンサイト保守（24 時間 365 日）をご利用の際は、上記以外に別途費用が発生致します。 

 費用に関しては NTT 東西のサービス料金に準じます。 

 

第2表 Ether-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変更申請毎） 

 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) 

ブロードバンド・イーサ接続サービス、ブロードバンド・イーサ 

Light 接続サービスおよびブロードバンド・イーサ ハイグレード

接続サービスの品目変更 

個別見積 

ブロードバンド・イーサ接続サービス、ブロードバンド・イーサ 

Light 接続サービスおよびブロードバンド・イーサ ハイグレード

接続サービスの設置場所変更 

個別見積 

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 

ブロードバンド・イーサ接続サービス 無料 初期費用の 50％ 初期費用の 100％ 

ブロードバンド・イーサ Light 接続サービス 無料 初期費用の 50％ 初期費用の 100％ 

ブロードバンド・イーサ ハイグレード接続サービス 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 

ブロードバンド・イーサ接続サービス 
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 
ブロードバンド・イーサ Light 接続サービス 

ブロードバンド・イーサ ハイグレード接続サービス 

ブロードバンド・イーサ接続サービス 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) ブロードバンド・イーサ Light 接続サービス 

ブロードバンド・イーサ ハイグレード接続サービス 

※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。 

・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 

ブロードバンド・イーサ接続サービス 
当社による撤去工事への 

変更 
35,000 円(税込 38,500 円) ブロードバンド・イーサ Light 接続サービス 

ブロードバンド・イーサ ハイグレード接続サービス 

・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 Ether-VPN のその他費用 

第1 損害金 

ネットワーク接続機器を紛失（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。 

サービスメニューの種類 契約単位 損害金 

ブロードバンド・イーサ接続サービス 
１サービス 

メニュー契約毎 
40,000 円(税込 44,000 円) ブロードバンド・イーサ Light 接続サービス 

ブロードバンド・イーサ ハイグレード接続サービス 

 

第 4 表 Ether-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。 

 


