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Group-VPN 料金表
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3. 「フレッツ 光ネクスト」プラン：アクセス回線（フレッツ)別契約型

4. 「フレッツ・光プレミアム」プラン：アクセス回線（フレッツ）別契約型

5. 「フレッツ・ADSL」プラン：アクセス回線（フレッツ）別契約型
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※

モデル料金例

Group-VPNをご利用いただく場合のモデル料金例です。

月額費用

エントリールーター（24時間365日保守対応）をご利用いただいた場合の料金です。

初期費用

アクセス回線一括提供型

光サービス(F)フレッツ光

ネクストファミリー

アクセス回線一括提供型

ADSLサービス(F)47M

通信料・アクセス回線利用料
10,600円/月＜税抜＞

（税込：11,660円/月）

11,550円/月＜税抜＞

（税込：12,705円/月）

回線終端装置/ルーターなど利用料
4,100円/月＜税抜＞

（税込：4,510円/月）

3,550円/月＜税抜＞

（税込：3,905円/月）

合計
14,700円/月＜税抜＞

（税込：16,170円/月）

15,100円/月＜税抜＞

（税込：16,610円/月）

アクセス回線一括提供型

光サービス(F)フレッツ光

ネクストファミリー

アクセス回線一括提供型

ADSLサービス(F)47M

グループ登録工事費
4,000円＜税抜＞

（税込：4,400円）

4,000円＜税抜＞

（税込：4,400円）

ネットワーク/ルーター/

アクセス回線工事費

30,200円＜税抜＞

（税込：33,220円）

22,200円＜税抜＞

（税込：24,420円）

合計
34,200円＜税抜＞

（税込：37,620円）

26,200円＜税抜＞

（税込：28,820円）
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※

その他にもフレッツ別契約型プランもご用意しています。詳細についてはオンライン見積もりに

てご確認いただくか、弊社窓口までお問い合わせください。

NTT東日本エリアにて、エントリールーターをお客さま側にて設いただいた場合の料金で

す。

上記費用は、モデル料金となっているため、お選びいただくアクセスメニューやルーターなどに

より料金は変動します。オプションサービスやアクセスメニュー別の詳細料金については、下記

の「アクセスメニュー」「オプションサービス」をご覧いただくか、弊社窓口までお問い合わせ

ください。
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光サービス（F）：アクセス回線（フレッツ）一

括提供型

料金イメージ図

月額料金

専用レンタルルーター料金

※1 エントリールーターの平日9時-17時対応のセンドバック保守を含んだ料金です。

平日9時-17時のオンサイト保守をご希望のお客さまは850円＜税抜＞（税込：935円）、 
24時間365日オンサイト保守をご希望のお客さまは1,000円＜税抜＞（税込：1,100円）

が、専用レンタルルーター料金に加算されます。

※2：スタンダードルーターの平日9時-17時対応のセンドバック保守を含んだ料金です。スタンダードルーターの平日9時-17時対応のセンドバック保守を含んだ料金です。

平日9時-17時のオンサイト保守をご希望のお客さまは1,700円＜税抜＞（税込：1,870
円）、24時間365日オンサイト保守をご希望のお客さまは2,100円＜税抜＞（税込：2,310
円）が、専用レンタルルーター料金に加算されます。

料金

東タイプ

西タイプ

東タイプ

西タイプ

フレッツ 光ネクスト

ファミリー・ハイスピード

エントリールーター

2,000円＜税抜＞（税込：2,200円）
※1

スタンダードルーター

4,800円＜税抜＞（税込：5,280円）
※2

品目

フレッツ 光ネクスト

ファミリー

4 / 15ページ



※

回線終端装置レンタル料金

屋内配線利用料

Group-VPN通信料金＋アクセス回線利用料金

アクセス回線区間の「24時間365日オンサイト保守オプション」ご利用の場合、回線ごとに

月額3,000円＜税抜＞（税込：3,300円）がかかります。

料金

東タイプ

西タイプ

東タイプ

西タイプ

フレッツ 光ネクスト

ファミリー・ハイスピード

900円＜税抜＞（税込：990円）

フレッツ 光ネクスト

ファミリー

品目

料金

東タイプ

西タイプ

東タイプ

西タイプ

品目

フレッツ 光ネクスト

ファミリー

200円＜税抜＞（税込：220円）

フレッツ 光ネクスト

ファミリー・ハイスピード

料金

東タイプ 10,600円＜税抜＞（税込：11,660円）
※

西タイプ 10,800円＜税抜＞（税込：11,880円）
※

東タイプ 10,600円＜税抜＞（税込：11,660円）
※

西タイプ 10,800円＜税抜＞（税込：11,880円）
※

品目

フレッツ 光ネクスト

ファミリー

フレッツ 光ネクスト

ファミリー・ハイスピード
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初期費用

※1 お客さま宅内での配線工事を必要とする場合は、工事の内容によって費用が異なることが

あります。

※2 スタンダードルーターは複数の機器から選択でき、工事料金が異なります。詳細は弊社販

売担当までお問い合わせください。

＋（　 ×ご利用回線数）

VPNグループ契約に関する費用（VPNグループ契約ごとに必要な費用）

VPN回線契約に関する費用（VPN回線契約ごとに必要な費用）

4,000円＜税抜＞（税込：4,400円）グループ登録工事費

ネットワーク工事費 1工事ごと 3,000円＜税抜＞（税込：3,300円）

フレッツ 光ネクスト（ファミリー）

東タイプ

24,000円＜税抜＞（税込：26,400円）

フレッツ 光ネクスト

（ファミリー・ハイスピード）

東タイプ

24,000円＜税抜＞（税込：26,400円）

フレッツ 光ネクスト（ファミリー）

西タイプ

24,000円＜税抜＞（税込：26,400円）

フレッツ 光ネクスト

（ファミリー・ハイスピード）

西タイプ

24,000円＜税抜＞（税込：26,400円）

お客さま設置（事前設定・発送のみ）

エントリールーター

6,200円＜税抜＞（税込：6,820円）

スタンダードルーター

9,500円＜税抜＞（税込：10,450円）～※2

平日9時-17時オンサイト工事※3

エントリールーター

18,300円＜税抜＞（税込：20,130円）

スタンダードルーター

38,000円＜税抜＞（税込：41,800円）～※2

Group-VPNルーター工事費 1工事ごと

アクセス回線区間

VPN区間

アクセス回線工事費※1 1工事ごと
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※

※3 夜間・休日の工事費につきましては、弊社販売担当者までお問い合わせください。

表示価格は全て税込価格です。

複数の商品・サービスを利用される場合には、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合

があります。
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※

専用レンタルルーター料金

※1 エントリールーターの平日9時-17時対応のセンドバック保守を含んだ料金です。

平日9時-17時のオンサイト保守をご希望のお客さまは850円＜税抜＞（税込：935円）・

24時間365日オンサイト保守をご希望のお客さまは1,000円＜税抜＞（税込：1,100円）

が、専用レンタルルーター料金に加算されます。

※2 スタンダードルーターの平日9時-17時対応のセンドバック保守を含んだ料金です。

平日9時-17時のオンサイト保守をご希望のお客さまは1,700円＜税抜＞（税込：1,870
円）・24時間365日オンサイト保守をご希望のお客さまは2,100円＜税抜＞（税込：2,310
円）が、専用レンタルルーター料金に加算されます。

アクセス回線利用料金屋内配線利用料回線終端装置レンタル料金

「フレッツ 光ネクスト」（別契約）※月額利用料金（NTT東日本・西日本から別途請求）

「フレッツ」別契約型プランご利用時の「フレッツ 光ネクスト」費用につきましては、NTT

東日本エリアはhttp://flets.com/、NTT西日本エリアはhttp://www.ntt-west.co.jp/flets/

をご覧ください。

「フレッツ 光ネクスト」プラン：

アクセス回線（フレッツ)別契約型

料金イメージ図

月額料金

品目 料金

ファミリー／ファミリー・ハイスピード

マンション／マンション・ハイスピード

エントリールーター

2,000円＜税抜＞（税込：2,200円）
※1

スタンダードルーター

4,800円＜税抜＞（税込：5,280円）
※2
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※2 スタンダードルーターは複数の機器から選択でき、工事料金が異なります。詳細は弊社販

売担当までお問い合わせください。

※3 夜間・休日の工事費につきましては、弊社販売担当者までお問い合わせください。

＋（　 ×ご利用回線数）

VPNグループ契約に関する費用（VPNグループ契約ごとに必要な費用）

VPN回線契約に関する費用（VPN回線契約ごとに必要な費用）

初期費用

Group-VPN通信料金

※1 「フレッツ 光ネクスト」の費用につきましては、NTT東日本エリアはhttp://flets.com/、

NTT西日本エリアはhttp://www.ntt-west.co.jp/flets/をご覧ください。

品目 料金

ファミリー／ファミリー・ハイスピード

マンション／マンション・ハイスピード
5,000円＜税抜＞（税込：5,500円）

4,000円＜税抜＞（税込：4,400円）グループ登録工事費

ネットワーク工事費 1工事ごと 3,000円＜税抜＞（税込：3,300円）

アクセス回線工事費 1工事ごと

「フレッツ 光ネクスト」（別契約）

初期費用※1

（NTT東日本・西日本から別途請求）

お客さま設置（事前設定・発送のみ）

エントリールーター

6,200円＜税抜＞（税込：6,820円）

スタンダードルーター

9,500円＜税抜＞（税込：10,450円）～※2

平日9時-17時オンサイト工事※3

エントリールーター

18,300円＜税抜＞（税込：20,130円）

スタンダードルーター

38,000円＜税抜＞（税込：41,800円）～※2

Group-VPNルーター工事費 1工事ごと

VPN区間

アクセス回線区間
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※ 表示価格は全て税込価格です。

複数の商品・サービスを利用される場合には、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合

があります。
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※

料金イメージ図

専用レンタルルーター料金

エントリールーターの平日9時-17時対応のセンドバック保守を含んだ料金です。

平日9時-17時のオンサイト保守をご希望のお客さまは850円＜税抜＞（税込：935円）、

24時間365日オンサイト保守をご希望のお客さまは1,000円＜税抜＞（税込：1,100円）

が、専用レンタルルーター料金に加算されます。

スタンダードルーターの平日9時-17時対応のセンドバック保守を含んだ料金です。

平日9時-17時のオンサイト保守をご希望のお客さまは1,700円＜税抜＞（税込：1,870
円）、24時間365日オンサイト保守をご希望のお客さまは2,100円＜税抜＞（税込：2,310
円）が、専用レンタルルーター料金に加算されます。

※1

※2

回線終端装置レンタル料金 屋内配線利用料 アクセス回線利用料金

「フレッツ・光プレミアム」（別契約）※月額利用料金（NTT西日本から別途請求）

「フレッツ・光プレミアム」の費用につきましては、

http://www.ntt-west.co.jp/flets/をご覧ください。

「フレッツ・光プレミアム」プラン：

アクセス回線（フレッツ）別契約型

月額料金

品目 料金

ファミリー／マンション

エントリールーター

2,000円＜税抜＞（税込：2,200円）
※1

スタンダードルーター

4,800円＜税抜＞（税込：5,280円）
※2
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※

Group-VPN通信料金

＋（　 ×ご利用回線数）

VPNグループ契約に関する費用（VPNグループ契約ごとに必要な費用）

VPN回線契約に関する費用（VPN回線契約ごとに必要な費用）

※1 「フレッツ・光プレミアム」の費用につきましては、

http://www.ntt-west.co.jp/flets/をご覧ください。

※2 スタンダードルーターは複数の機器から選択でき、工事料金が異なります。詳細は弊社販

売担当までお問い合わせください。

※ 3 夜間・休日の工事費につきましては、弊社販売担当者までお問い合わせください。

CTUをNTTコミュニケーションズで設置する場合は、別途2,000円＜税抜＞（税込：2,200
円）が必要です。

初期費用

品目 料金

フレッツ・光プレミアム 5,000円＜税抜＞（税込：5,500円）

4,000円＜税抜＞（税込：4,400円）グループ登録工事費

ネットワーク工事費 1工事ごと 3,000円＜税抜＞（税込：3,300円）

アクセス回線工事費 1工事ごと

「フレッツ・光プレミアム」

（別契約）初期費用※1

（NTT西日本から別途請求）

お客さま設置（事前設定・発送のみ）

エントリールーター

6,200円＜税抜＞（税込：6,820円）

スタンダードルーター

9,500円＜税抜＞（税込：10,450円）～※2

平日9時-17時オンサイト工事※3

エントリールーター

18,300円＜税抜＞（税込：20,130円）

スタンダードルーター

38,000円＜税抜＞（税込：41,800円）～※2

Group-VPNルーター工事費 1工事ごと

VPN区間

アクセス回線区間
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※

※ 「フレッツ・光プレミアム」は、NTT西日本のみのサービスです。

詳細は、http://www.ntt-west.co.jp/flets/をご覧ください。

表示価格は全て税込価格です。

複数の商品・サービスを利用される場合には、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合

があります。
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※

料金イメージ図

月額料金

専用レンタルルーター料金

※1 エントリールーターの平日9時-17時対応のセンドバック保守を含んだ料金です。

平日9時-17時のオンサイト保守をご希望のお客さまは850円＜税抜＞（税込：935円）・

24時間365日オンサイト保守をご希望のお客さまは1,000円＜税抜＞（税込：1,100円）

が、専用レンタルルーター料金に加算されます。

※2 スタンダードルーターの平日9時-17時対応のセンドバック保守を含んだ料金です。

平日9時-17時のオンサイト保守をご希望のお客さまは1,700円＜税抜＞（税込：1,870
円）・24時間365日オンサイト保守をご希望のお客さまは2,100円＜税抜＞（税込：2,310
円）が、専用レンタルルーター料金に加算されます。

ADSLモデムレンタル料金 屋内配線利用料 アクセス回線利用料金

「フレッツ・ADSL」（別契約）※月額利用料金（NTT東日本・西日本から別途請求）

「フレッツ」別契約型プランご利用時の「フレッツ・ADSL」費用につきましては、NTT東

日本エリアはhttp://flets.com/、NTT西日本エリアはhttp://www.ntt-west.co.jp/flets/を

ご覧ください。

「フレッツ・ADSL」プラン：

アクセス回線（フレッツ）別契約型

料金

1.5M／8M／モア／モアII／

モア24／モア40／モアIII／

モアスペシャル

電話共用／

DSL専用

エントリールーター

2,000円＜税抜＞（税込：2,200円）
※1

スタンダードルーター

4,800円＜税抜＞（税込：5,280円）
※2

品目
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※

※1 「フレッツ・ADSL」費用につきましては、NTT東日本エリアはhttp://flets.com/、

NTT西日本エリアはhttp://www.ntt-west.co.jp/flets/をご覧ください。

※2 夜間・休日の工事費につきましては、弊社販売担当者までお問い合わせください。

表示価格は全て税込価格です。

複数の商品・サービスを利用される場合には、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合

があります。

初期費用

Group-VPN通信料金

＋（　 ×ご利用回線数）

VPNグループ契約に関する費用（VPNグループ契約ごとに必要な費用）

VPN回線契約に関する費用（VPN回線契約ごとに必要な費用）

料金

1.5M／8M／モア／モアII／

モア24／モア40／モアIII／

モアスペシャル

電話共用／

DSL専用
5,000円＜税抜＞（税込：5,500円）

品目

4,000円＜税抜＞（税込：4,400円）グループ登録工事費

ネットワーク工事費 1工事ごと 3,000円＜税抜＞（税込：3,300円）

アクセス回線工事費 1工事ごと

「フレッツ・ADSL」（別契約）

初期費用※1

（NTT東日本・西日本から別途請求）

お客さま設置（事前設定・発送のみ）

エントリールーター

6,200円＜税抜＞（税込：6,820円）

スタンダードルーター

9,500円＜税抜＞（税込：10,450円）

平日9時-17時オンサイト工事※2

エントリールーター

18,300円＜税抜＞（税込：20,130円）

スタンダードルーター

38,000円＜税抜＞（税込：41,800円）

Group-VPNルーター工事費 1工事ごと

VPN区間

アクセス回線区間
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