
別紙２（料金表） 

 

１． 工事料金 

１－１．オーバーレイタイプ  

１－１－１．スタンダードプラン 

（１） 基本料金 

エッジモデル 単位 提供料金（税別） 

スモールエッジモデル １拠点毎 0円 

ミドルエッジモデル １拠点毎 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料金、エッジ装置送

付料金が含まれます。 

 

（２） オプション料金 

① エッジ装置オプション工事料金 

エッジモデル 工事内容 単位 提供料金（税別） 

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 

追加 Ping試験 １拠点毎 3,500 円 

※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（税別）の延

長料金が発生します。 

 

１－１－２．スタンダードプラン ワイヤレス 

（１） 基本料金 

エッジモデル 単位 提供料金（税別） 

スモールエッジモデル １拠点毎 0円 

 

（２） オプション料金 

① エッジ装置オプション工事料金 ※1 

エッジモデル 工事内容 単位 提供料金（税別） 

スモールエッジモデル オンサイト工事※2 １拠点毎 56,000 円 

追加 Ping試験 １拠点毎 3,500 円 

※1 「エッジ装置オプション工事料金」は、Hub 拠点のみ適用することが可能です。Spoke 拠点には適

用できません。 

※2 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（税別）の延

長料金が発生します。 

 

１－１－３．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（税別） 

クラウドコネクタ（AWS） １拠点毎 0円 

クラウドコネクタ（VMware） １拠点毎 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料金が含まれます。 

 

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） 基本料金 

エッジモデル 単位 提供料金（税別） 

スモールエッジモデル １拠点毎 0円 

・ 上記料金には NTTPCコントロールパネルおよび NTTPCネットワーク初期設定料金、オーケストレ

ーター初期設定料金、エッジ装置送付料金が含まれます。 

 

（２） オプション料金 

① エッジ装置オプション工事料金 

エッジモデル 工事内容 単位 提供料金（税別） 

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 

追加 Ping試験 １拠点毎 3,500 円 

※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（税別）の延

長料金が発生します。 

 

② ファイバーラインオプション工事料金 

エッジモデル 工事内容 単位 提供料金（税別） 

スモールエッジモデル ファイバーライン(戸建向

け) 

１拠点毎 27,500 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 



 

１－２－２．スタンダードプラン ワイヤレスバックアップ 

（１） 基本料金 

エッジモデル 単位 提供料金（税別） 

スモールエッジモデル １拠点毎 0円 

・ 上記料金には NTTPCコントロールパネルおよび NTTPCネットワーク初期設定料金、オーケストレ

ーター初期設定料金、SIM カード初期設定料金、エッジ装置送付料金が含まれます。 

 

（２） オプション料金 

１－２－１．スタンダードプラン （２）オプション料金 と同様です。 

 

１－２－３．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（税別） 

１テナント毎 0円 

・ 上記料金には 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料金、オーケストレ

ーター初期設定料金料金が含まれます。 

 

１－３．マネジメントオプション 

（１） 基本料金 

 単位 提供料金（税別） 

コントロールパネル投入業務代行 １拠点毎 65,000 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。 

 

 

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（税別） 

スモールエッジモデル １拠点毎 17,000 円 

ミドルエッジモデル １拠点毎 43,000 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、エッジ装置レンタル費用/セン

ドバック保守費用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（税別） 

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 

センドバック（ホットスタンバイ） １拠点毎 3,500 円 

センドバック（デュアルアクティブ） １拠点毎 5,000 円 

24時間 365日オンサイト保守 １拠点毎 1,000 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 

24時間 365日オンサイト保守（デ

ュアルアクティブ） 

１拠点毎 6,000 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 

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 

24時間 365日オンサイト保守（デ

ュアルアクティブ） 

１拠点毎 46,500 円 

・ 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。 

 

２－１－２．スタンダードプラン ワイヤレス 

（１） 基本料金 

エッジモデル 単位 提供料金（税別） 

スモールエッジモデル １拠点毎 17,000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、エッジ装置レンタル費用/セ

ンドバック保守費用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 ※1 

エッジモデル エッジ装置オプション 単位 提供料金（税別） 

スモールエッジモデル 24時間 365日オンサイト保守 １拠点毎 1,000 円 

※1 「エッジ装置オプション保守料金」は、Hub 拠点のみ適用することが可能です。Spoke 拠点には適

用できません。 

 

２－１－３．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（税別） 

クラウドコネクタ（AWS） １拠点毎 17,000 円 



クラウドコネクタ（VMware） １拠点毎 17,000 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、仮想エッジ装置費用が含ま

れております。 

 

２－２． セキュアパッケージタイプ 

２－２－１．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（税別） 

スモールエッジモデル １拠点毎 19,000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、コントロールパネル利用料、

エッジ装置レンタル費用/センドバック保守費用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（税別） 

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 

24時間 365日オンサイト保守 １拠点毎 1,000 円 

・ 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（税別） 

スモールエッジモデル ファイバーライン(戸建向け) １拠点毎 5,700 円 

24時間 365日オンサイト保守 1拠点毎 3,000 円 

 

③ マネジメントオプション 

 単位 提供料金（税別） 

Master’sONE一元保守電話窓口 １拠点毎 1,000 円 

・ ① エッジ装置オプション保守料金 「24 時間 365 日オンサイト保守」を選択した拠点のみ適用す

ることが可能です。 

・ 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、別途費用が発生いたします。 

 

２－２－２．スタンダードプラン  ワイヤレスバックアップ 

（１） 基本料金 



エッジモデル 単位 提供料金（税別） 

スモールエッジモデル １拠点毎 19,500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、コントロールパネル利用料、

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

 

（２） オプション料金 

２－２－１．スタンダードプラン （２）オプション料金 と同様です。 

 

２－２－３．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（税別） 

１テナント毎 30,000 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、インターネット接続利用料、

コントロールパネル利用料が含まれます。 

 

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 提供料金（税別） 

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 提供料金（税別） 

スモールエッジモデル １装置毎 50,000 円 

 

 

４．最低利用期間 

サービスメニューの種類 最低利用期間 

オーバレイタイプ スタンダートプラン スモールエッジ

モデル 
利用開始日より 1 ヶ月 

オーバレイタイプ スタンダートプラン ミドルエッジモ

デル 
利用開始日より１年間 

オーバレイタイプ スタンダートプラン ワイヤレス ス

モールエッジモデル 
利用開始日より 1 ヶ月 

オーバレイタイプ クラウドコネクタプラン クラウドコ

ネクタ（AWS） 
利用開始日より 1 ヶ月 



オーバレイタイプ クラウドコネクタプラン クラウドコ

ネクタ（VMware） 
利用開始日より 1 ヶ月 

セキュアパッケージタイプ スタンダードプラン スモー

ルエッジモデル 

利用開始日より 1 ヶ月 

セキュアパッケージタイプ ワイヤレスバックアップ ス

モールエッジモデル 

利用開始日より 1 ヶ月 

セキュアパッケージタイプ インターネットオフロードゲ

ートウェイプラン 

利用開始日より 1 ヶ月 

 

 

 

 

 

 


