
別表１（料金表 -Master’ｓONE CloudWAN） 

 

１． 初期費用 

１－１．オーバーレイタイプ  

１－１－１．スタンダードプラン 

（１） 基本費用 

エッジモデル 単位 費用 

スモールエッジモデル １拠点毎 0 円（税込 0 円） 

ミドルエッジモデル １拠点毎 0 円（税込 0 円） 

・ 上記料金には NTTPC コントロールパネルおよびオーケストレーター初期設定費用、エッジ装置送付費

用が含まれます。 

 

（２） オプション費用 

① エッジ装置オプション工事費用 

エッジモデル 工事内容 単位 費用 

スモールエッジモデル オンサイト工事※1 １拠点毎 56,000 円（税込 61,600 円） 

追加 Ping 試験 １拠点毎 3,500 円（税込 3,850 円） 

・  オンサイト工事のキャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

※1 工事時間が 90 分を超過しお客さまが延長工事を希望する場合、30 分毎に 15,000 円（税込 16,500 円）

の延長費用が発生します。 

 

② ファイバーラインオプション工事費用 

エッジモデル 工事内容 単位 費用 

スモールエッジモデル ファイバーライン(戸建向け、

集合住宅向け) 

１拠点毎 27,500 円（税込 30,250 円） 

配線ルート構築工事 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

構内ルート調査 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

夜間・深夜割増工事 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

訪問時刻指定加算料金 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

土日工事加算料金 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

ミドルエッジモデル ファイバーライン(戸建向け、

集合住宅向け) 

１拠点毎 27,500 円（税込 30,250 円） 

配線ルート構築工事 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

構内ルート調査 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

夜間・深夜割増工事 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 



訪問時刻指定加算料金 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

土日工事加算料金 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

・ 各キャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

・ 本オプションは、インターネットバンドルオプションが必須となります。 

 

③ インターネットバンドルオプション工事費用 

エッジモデル 工事内容 単位 費用 

スモールエッジモデル Infosphere IPoE インターネ

ットサービス 動的 IP コース 

標準プラン 

１拠点毎 InfoSphere 利用規約に準じる 

Infosphere IPoE インターネ

ットサービス 動的 IP コース 

ポート拡張プラン 

1 拠点毎 InfoSphere 利用規約に準じる 

ホームゲートウェイレンタル

利用料 

1 拠点毎 0 円（税込 0 円） 

ミドルエッジモデル Infosphere IPoE インターネ

ットサービス 動的 IP コース 

標準プラン 

１拠点毎 InfoSphere 利用規約に準じる 

Infosphere IPoE インターネ

ットサービス 動的 IP コース 

ポート拡張プラン 

1 拠点毎 InfoSphere 利用規約に準じる 

ホームゲートウェイレンタル

利用料 

1 拠点毎 0 円（税込 0 円） 

・  各キャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

 

１－１－２．クラウドコネクタプラン 

（１） 基本費用 

エッジモデル 単位 提供料金 

クラウドコネクタ（AWS） １拠点毎 0 円（税込 0 円） 

クラウドコネクタ（VMware） １拠点毎 0 円（税込 0 円） 

・ 上記費用には NTTPC コントロールパネルおよびオーケストレーター初期設定費用が含まれます。 

 

１－１－３．オーバーレイゲートウェイプラン（SRA 接続）※ 

（１） 基本費用 

単位 費用 

１テナント毎 0 円（税込 0 円） 



・ 上記費用には NTTPC コントロールパネルおよびインターネット接続初期設定費用、オーケストレータ

ー初期設定費用が含まれます。 

・ セキュア・リモートアクセスのお申込みが別途必要となります。 

※ 2022 年 5 月 26 日より、オーバーレイゲートウェイプラン（SRA 接続）の新規販売を終了いたし

ます。 

１－１－４．オーバーレイゲートウェイプラン（Master'sONE 接続） 

（２） 基本費用 

単位 費用 

１テナント毎 0 円（税込 0 円） 

・ 上記費用には NTTPC コントロールパネルおよびインターネット接続初期設定費用、オーケストレータ

ー初期設定費用が含まれます。 

 

１－２．セキュアパッケージタイプ  

１－２－１．スタンダードプラン 

（１） 基本費用 

エッジモデル 単位 費用 

スモールエッジモデル １拠点毎 0 円（税込 0 円） 

・ 上記費用には NTTPC コントロールパネルおよび NTTPC ネットワーク初期設定費用、オーケストレータ

ー初期設定費用、エッジ装置送付費用が含まれます。 

 

（２） オプション費用 

① エッジ装置オプション工事費用 

エッジモデル 工事内容 単位 費用 

スモールエッジモデル オンサイト工事※1 １拠点毎 56,000 円（税込 61,600 円） 

追加 Ping 試験 １拠点毎 3,500 円（税込 3,850 円） 

・  オンサイト工事のキャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

※1 工事時間が 90 分を超過しお客さまが延長工事を希望する場合、30 分毎に 15,000 円（税込 16,500 円）

の延長費用が発生します。 

 

② ファイバーラインオプション工事費用 

エッジモデル 工事内容 単位 費用 

スモールエッジモデル ファイバーライン(戸建向け、

集合住宅向け) 

１拠点毎 27,500 円（税込 30,250 円） 

配線ルート構築工事 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

構内ルート調査 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

夜間・深夜割増工事 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 



訪問時刻指定加算料金 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

土日工事加算料金 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

・  各キャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

 

③ ホットスタンバイ主回線（フレッツ光ネクスト ビジネスタイプ）工事費用 

エッジモデル 工事内容 単位 費用 

スモールエッジモデル フレッツ光ネクスト ビジネスタイプ １拠点毎 30,000 円（税込 33,000 円） 

配線ルート構築

工事 

開通工事と同日 1 拠点毎 14,000 円（税込 15,400 円） 

開通工事と別日 1 拠点毎 27,000 円（税込 29,700 円） 

構内ルート調査 基本費用 1 拠点毎 13,000 円（税込 14,300 円） 

通線確認加算額 1 拠点毎 3,000 円（税込 3,300 円） 

夜間・深夜割増

工事費 

昼間（8:30～17:00） 1 拠点毎 0 円（税込 0 円） 

夜間（17:00～22:00） 1 拠点毎 5,550 円（税込 6,105 円） 

深夜（22:00～8:30） 1 拠点毎 11,100 円（税込 12,210 円） 

12 月 29 日から 

 1 月 3 日（8:30～

22:00） 

1 拠点毎 5,500 円（税込 6,050 円） 

訪問時刻指定 

加算料金 

(東エリア) 

 

昼間（9:00～16:00） 1 拠点毎 11,000 円（税込 12,210 円） 

夜間（17:00～21:00） 1 拠点毎 18,000 円（税込 19,800 円） 

深 夜 （ 22:00 ～ 翌 

8:00） 

1 拠点毎 28,000 円（税込 30,800 円） 

訪問時刻指定 

加算料金 

(西エリア) 

 

昼間（9:00～16:00） 1 拠点毎 11,000 円（税込 12,100 円） 

夜間（17:00～21:00） 1 拠点毎 20,000 円（税込 22,000 円） 

深 夜 （ 22:00 ～ 翌 

8:00） 

1 拠点毎 30,000 円（税込 33,000 円） 

土日工事加算料金 1 拠点毎 3,000 円（税込 3,300 円） 

・ 各キャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

・ 本メニューは、ホットスタンバイの主回線利用のみとなります。ホットスタンバイの副回線は「②フ

ァイバーラインオプション工事費用」を参照ください。 

 

１－２－２．スタンダードプラン ワイヤレスバックアップ 

（１） 基本費用 

エッジモデル 単位 費用 

スモールエッジモデル １拠点毎 0 円（税込 0 円） 

・ 上記費用には NTTPC コントロールパネルおよび NTTPC ネットワーク初期設定費用、オーケストレータ

ー初期設定費用、SIM カード初期設定費用、エッジ装置送付費用が含まれます。 



 

（２） オプション費用 

① エッジ装置オプション工事費用 

エッジモデル 工事内容 単位 費用 

スモールエッジモデル オンサイト工事※1 １拠点毎 56,000 円（税込 61,600 円） 

追加 Ping 試験 １拠点毎 3,500 円（税込 3,850 円） 

・  オンサイト工事のキャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

※1 工事時間が 90 分を超過しお客さまが延長工事を希望する場合、30 分毎に 15,000 円（税込 16,500 円）

の延長費用が発生します。 

 

② ファイバーラインオプション工事費用 

エッジモデル 工事内容 単位 費用 

スモールエッジモデル ファイバーライン(戸建向け、

集合住宅向け) 

１拠点毎 27,500 円（税込 30,250 円） 

配線ルート構築工事 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

構内ルート調査 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

夜間・深夜割増工事 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

訪問時刻指定加算料金 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

土日工事加算料金 1 拠点毎 ファイバーライン利用規約に準じる 

・  各キャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

 

１－２－３．アクセス回線フリープラン 

（１）   基本費用 

エッジモデル 単位 費用 

スモールエッジモデル １拠点毎 0 円（税込 0 円） 

・ 上記費用には NTTPC コントロールパネルおよび NTTPC ネットワーク初期設定費用、オーケストレータ

ー初期設定費用、エッジ装置送付費用が含まれます。 

 

（２）   オプション費用 

① エッジ装置オプション工事費用 

エッジモデル 工事内容 単位 費用 

スモールエッジモデル オンサイト工事※1 １拠点毎 56,000 円（税込 61,600 円） 

追加 Ping 試験 １拠点毎 3,500 円（税込 3,850 円） 

・  オンサイト工事のキャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

※1 工事時間が 90 分を超過しお客さまが延長工事を希望する場合、30 分毎に 15,000 円（税込 16,500 円）

の延長費用が発生します。 



 

１－２－４．インターネットオフロードゲートウェイプラン 

（１） 基本費用 

単位 費用 

１テナント毎 0 円（税込 0 円） 

１拠点毎 0 円（税込 0 円） 

・ 上記費用には NTTPC コントロールパネルおよびインターネット接続初期設定費用、オーケストレータ

ー初期設定費用が含まれます。 

・ インターネットオフロードゲートウェイプランの費用は、お申込み時に１テナント毎または１拠点毎

いずれかの課金方法を選択することが出来ます。 

 

１－３．マネジメントサービス 

（１） 基本費用 

サービスメニュー 単位 提供費用 

導入支援 

サービス 

設計代行プラン お客様宅内 

訪問型 

10 拠点まで 

一律 

300,000 円（税込 330,000 円） 

追加 1 拠点毎 12,000 円（税込 13,200 円） 

ツール利用型 10 拠点まで 

一律 

180,000 円（税込 198,000 円） 

追加 1 拠点毎 12,000 円（税込 13,200 円） 

コントロールパネル設定

トレーニングプラン 

お客様宅内 

訪問型 

1 回 50,000 円（税込 55,000 円） 

ツール利用型 1 回 15,000 円（税込 16,500 円） 

コントロールパネル設定

投入代行プラン 

 

1 拠点毎 15,000 円（税込 16,500 円） 

・ １－１．オーバーレイタイプ、１－２．セキュアパッケージタイプ、いずれの場合も選択可能です。 

・ お客様訪問型は、交通費は含まれております。 

 

２． 月額料金 

２－１． オーバーレイタイプ 

２－１－１．スタンダードプラン 

（１） 基本料金 

エッジモデル 単位 提供料金 

スモールエッジモデル １拠点毎 17,000 円（税込 18,700 円） 

ミドルエッジモデル １拠点毎 43,000 円（税込 47,300 円） 

・ 上記料金にはオーケストレーターおよびコントロールパネル利用料金、エッジ装置レンタル料金/セン



ドバック保守料金が含まれております。 

 

（２） オプション料金 

① エッジ装置オプション保守料金 

エッジモデル エッジ装置オプション 単位 提供料金 

スモールエッジモデル センドバック（コールドスタンバイ） １拠点毎 1,500 円（税込 1,650 円） 

センドバック（ホットスタンバイ） １拠点毎 3,500 円（税込 3,850 円） 

センドバック（デュアルアクティブ） １拠点毎 5,000 円（税込 5,500 円） 

24 時間 365 日オンサイト保守 １拠点毎 1,000 円（税込 1,100 円） 

24 時間 365 日オンサイト保守（ホット

スタンバイ） 

１拠点毎 4,500 円（税込 4,950 円） 

ミドルエッジモデル 24 時間 365 日オンサイト保守 １拠点毎 2,000 円（税込 2,200 円） 

24 時間 365 日オンサイト保守（ホット

スタンバイ） 

１拠点毎 45,000 円（税込 49,500

円） 

・ オンサイト保守のキャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

・ １拠点あたり、上記のうち 1つのオプションを選択することが可能です。複数の選択はできません。 

 

② ファイバーラインオプション月額料金 

エッジモデル オプション内容 単位 提供料金 

スモールエッジモデル ファイバーライン(戸建向け、集合

住宅向け) 

１拠点毎 5,700 円（税込 6,270 円） 

24 時間 365 日オンサイト保守 1 拠点毎 3,000 円（税込 3,300 円） 

ミドルエッジモデル ファイバーライン(戸建向け、集合

住宅向け) 

１拠点毎 5,700 円（税込 6,270 円） 

24 時間 365 日オンサイト保守 1 拠点毎 3,000 円（税込 3,300 円） 

・ キャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

・ 本オプションは、インターネットバンドルオプションが必須となります。 

 

③ インターネットバンドルオプション月額料金 

エッジモデル 工事内容 単位 費用 

スモールエッジモデル Infosphere IPoE インター

ネットサービス 動的 IP コ

ース 

標準プラン 

１拠点毎 InfoSphere 利用規約に準じる 

Infosphere IPoE インター

ネットサービス 動的 IP コ

1 拠点毎 InfoSphere 利用規約に準じる 



ース 

ポート拡張プラン 

ホームゲートウェイレンタ

ル利用料 

1 拠点毎 500 円（税込 550 円） 

ミドルエッジモデル Infosphere IPoE インター

ネットサービス 動的 IP コ

ース 

標準プラン 

１拠点毎 InfoSphere 利用規約に準じる 

Infosphere IPoE インター

ネットサービス 動的 IP コ

ース 

ポート拡張プラン 

1 拠点毎 InfoSphere 利用規約に準じる 

ホームゲートウェイレンタ

ル利用料 

1 拠点毎 500 円（税込 550 円） 

・  各キャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

 

２－１－２．クラウドコネクタプラン 

（１） 基本料金 

エッジモデル 単位 提供料金 

クラウドコネクタ（AWS） １拠点毎 17,000 円（税込 18,700 円） 

クラウドコネクタ（VMware） １拠点毎 17,000 円（税込 18,700 円） 

・ 上記料金にはオーケストレーターおよびコントロールパネル利用料金、仮想エッジ装利用置料金が含

まれております。 

 

２－１－３．オーバーレイゲートウェイプラン（SRA 接続）※ 

（１） 基本料金 

単位 提供料金 

１テナント毎 17,000 円（税込 18,700 円） 

・ 上記料金にはオーケストレーターおよびNTTPCネットワーク利用料金、インターネット接続利用料金、

コントロールパネル利用料金が含まれます。 

・ セキュア・リモートアクセスのお申込みが別途必要となります。 

※ 2022 年 5 月 26 日より、オーバレイゲートウェイプラン（SRA 接続）の新規販売を終了いたしま

す。 

 

２－１－４．オーバーレイゲートウェイプラン（Master'sONE 接続） 

（１） 基本料金 



 単位 提供料金 

10Mbps 帯域確保 １テナント毎 17,000 円（税込 18,700 円） 

30Mbps 帯域確保 １テナント毎 35,000 円（税込 38,500 円） 

50Mbps 帯域確保 １テナント毎 60,000 円（税込 66,000 円） 

100Mbps 帯域確保 １テナント毎 100,000 円（税込 110,000 円） 

200Mbps 帯域確保 １テナント毎 180,000 円（税込 198,000 円） 

・ 上記料金にはオーケストレーターおよびNTTPCネットワーク利用料金、インターネット接続利用料金、

コントロールパネル利用料金が含まれます。 

 

２－２． セキュアパッケージタイプ 

２－３－１．スタンダードプラン 

（１） 基本料金 

エッジモデル 単位 提供料金 

スモールエッジモデル １拠点毎 19,000 円（税込 20,900 円） 

・ 上記料金にはオーケストレーターおよび NTTPC ネットワーク利用料金、コントロールパネル利用料、

エッジ装置レンタル料金/センドバック保守料金が含まれております。 

 

（２） オプション料金 

① エッジ装置オプション保守料金 

エッジモデル オプション内容 単位 提供料金 

スモールエッジモデル センドバック（コールドスタンバイ） １拠点毎 1,500 円（税込 1,650 円） 

センドバック（ホットスタンバイ） １拠点毎 3,500 円（税込 3,850 円） 

24 時間 365 日オンサイト保守 １拠点毎 1,000 円（税込 1,100 円） 

24 時間 365 日オンサイト保守（ホット

スタンバイ） 

１拠点毎 4,500 円（税込 4,950 円） 

・ オンサイト保守のキャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です 

・ １拠点あたり、上記のうち 1つのオプションを選択することが可能です。複数の選択はできません。 

 

② ファイバーラインオプション月額料金 

エッジモデル オプション内容 単位 提供料金 

スモールエッジモデル ファイバーライン(戸建向け、集合

住宅向け) 

１拠点毎 5,700 円（税込 6,270 円） 

24 時間 365 日オンサイト保守 1 拠点毎 3,000 円（税込 3,300 円） 

・  キャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

 

③ ホットスタンバイ主回線（フレッツ光ネクスト ビジネスタイプ）月額料金 



エッジモデル オプション内容 単位 提供料金 

スモールエッジモデル フレッツ光ネクストビジネスタイプ １拠点毎 60,000 円（税込 66,000 円） 

24 時間 365 日オンサイト保守 1 拠点毎 3,000 円（税込 3,300 円） 

・  キャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

・ 本メニューは、ホットスタンバイの主回線利用のみとなります。ホットスタンバイの副回線は「②フ

ァイバーラインオプション月額料金」を参照ください。 

 

２－３－２．スタンダードプラン  ワイヤレスバックアップ 

（１） 基本料金 

エッジモデル 単位 提供料金 

スモールエッジモデル １拠点毎 19,500 円（税込 21,450 円） 

・ 上記料金にはオーケストレーターおよび NTTPC ネットワーク利用料金、コントロールパネル利用料金、

SIM カード月額利用料金、エッジ装置レンタル料金/センドバック保守料金が含まれております。 

 

（２） オプション料金 

① エッジ装置オプション保守料金 

エッジモデル オプション内容 単位 提供料金 

スモールエッジモデル センドバック（コールドスタンバイ） １拠点毎 1,500 円（税込 1,650 円） 

センドバック（ホットスタンバイ） １拠点毎 3,500 円（税込 3,850 円） 

24 時間 365 日オンサイト保守 １拠点毎 1,000 円（税込 1,100 円） 

・ オンサイト保守のキャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です 

・ １拠点あたり、上記のうち 1つのオプションを選択することが可能です。複数の選択はできません。 

 

② ファイバーラインオプション月額料金 

エッジモデル オプション内容 単位 提供料金 

スモールエッジモデル ファイバーライン(戸建向け、集合

住宅向け) 

１拠点毎 5,700 円（税込 6,270 円） 

24 時間 365 日オンサイト保守 1 拠点毎 3,000 円（税込 3,300 円） 

・  キャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です。 

 

２－３－３．アクセス回線フリープラン 

（１）  基本料金 

エッジモデル 単位 提供料金 

スモールエッジモデル １拠点毎 19,000 円（税込 20,900 円） 

・ 上記料金にはオーケストレーターおよび NTTPC ネットワーク利用料金、コントロールパネル利用料金、

エッジ装置レンタル料金/センドバック保守料金が含まれております。 



 

（２）  オプション料金 

① エッジ装置オプション保守料金 

エッジモデル オプション内容 単位 提供料金 

スモールエッジモデル センドバック（コールドスタンバイ） １拠点毎 1,500 円（税込 1,650 円） 

センドバック（ホットスタンバイ） １拠点毎 3,500 円（税込 3,850 円） 

24 時間 365 日オンサイト保守 １拠点毎 1,000 円（税込 1,100 円） 

・ オンサイト保守のキャンセル料は、25,000 円（税込 27,500 円）です 

・ １拠点あたり、上記のうち 1つのオプションを選択することが可能です。複数の選択はできません。 

 

２－３－４．インターネットオフロードゲートウェイプラン 

（１） 基本料金 

単位 提供料金 

１テナント毎 30,000 円（税込 33,000 円） 

１拠点毎 1,800 円(税込 1,980 円) 

・ 上記料金にはオーケストレーターおよびNTTPCネットワーク利用料金、インターネット接続利用料金、

コントロールパネル利用料金が含まれます。 

・ インターネットオフロードゲートウェイプランの料金は、お申込み時に１テナント毎または１拠点毎

いずれかの課金方法を選択することが出来ます。 

 

２－３． マネジメントサービス 

２－３－１．Master‘sONE 一元保守 

（１）  基本料金 

 単位 提供料金 

Master‘sONE 一元保守電話窓口 １拠点毎 1,000 円（税込 1,100 円） 

・ ２－１．オーバーレイタイプ、２－２．セキュアパッケージタイプ、いずれの場合も選択可能です。 

・ テナント内のすべての拠点で本オプションを適用いただく必要がございます。１つのテナント内で適

用/非適用の拠点を混在させることはできません。 

・ ご利用時には 1 つのテナントに所属する 1 拠点あたりのお客さまからの電話問い合わせは月間 5 回ま

でとなります。月間 5 回を超過する場合、1 回あたり 5,000 円（税込 5,500 円）が発生いたします。 

 

２－３－２．ゼロトラスト一元保守電話窓口 

（１）  基本料金 

 単位 提供料金 

一元窓口基本料金 １テナント毎 7,500 円（税込 8,250 円） 

Master’sONE CloudWAN オーバーレイタイプ向け 1 拠点毎 1,000 円（税込 1,100 円） 



窓口 

※アクセス回線保守として、OCN IPoE、スーパー

OCN、InfoSphere IPoE を含む 

 

DNS セキュリティ向け窓口 300ID 毎 7,500 円（税込 8,250 円） 

・ ２－１．オーバーレイタイプにて選択可能です。 

・ 本オプションはオーバーレイタイプの契約が必要です。DNS セキュリティ向け窓口のみの契約はでき

ません。 

・ 本オプションは一元窓口基本料金に加えて拠点数/ID 数分の窓口契約の合計が請求金額となります。 

・ テナント内のすべての拠点で本オプションを適用いただく必要がございます。１つのテナント内で適

用/非適用の拠点を混在させることはできません。 

・ ご利用時には 1 つのテナントに所属する 1 拠点あたりのお客さまからの電話問い合わせは月間 5 回ま

でとなります。DNS セキュリティ向け窓口をご契約いただいた場合、CloudWAN と DNS セキュリティ合

わせて１拠点当たり月間 5 回までとなります。月間 5 回を超過する場合、1 回あたり 10,000 円（税込

11,000 円）が発生いたします。 

・ DNS セキュリティのご利用料金は下記 URL をご参照ください。 

https://www.nttpc.co.jp/support/term/pdf/secure_access_gateway.pdf 

 

３． 損害金 

３－１． オーバーレイタイプ スタンダードプラン 

エッジモデル 単位 損害金 

スモールエッジモデル １装置毎 50,000 円 

ミドルエッジモデル １装置毎 300,000 円 

 

３－２． セキュアパッケージタイプ スタンダードプラン 

エッジモデル 単位 損害金 

スモールエッジモデル １装置毎 50,000 円 

・ 損害金は非課税となります。 

 

４． その他 

契約譲渡に関する事務手数料は発生しません。 

お客さまがコントロールパネルで変更することができます。 

 


