重要事項に関する説明について

１／１３

■ＩＰ通信網サービスのご利用にあたっては、この「重要事項に関する説明について」の内容を十分にご理解の上、
お申込みください。
本説明書記載部分

【第6種オープンコンピュータ通信網サービス一覧表（抜粋）】
IP通信網サービス

カテゴリー５
（固定IP）

タイプ３
（フレッツADSLを利用するプラン)
OCN ADSLサービス IP x （F)

コース１：ﾌﾚｯﾂADSL 1.5M/8M/12M/24M/40M/
47Mタイプ
コース１の２：ﾌﾚｯﾂADSL ビジネスタイプ
コースF：ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ

メニューN：ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ

コースM：ﾏﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ

メニューN：ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ

コースB：ﾋﾞｼﾞﾈｽﾞﾀｲﾌﾟ

メニューN：ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ

コースP10：ﾌﾟﾗｲｵ10

メニューN：ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ

コースP1：ﾌﾟﾗｲｵ1

メニューN：ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ

コースGFS：ｷﾞｶﾞﾌｧﾐﾘｰ

メニューN：ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ

コースGFL：ｷﾞｶﾞﾗｲﾝ

メニューN：ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ

第６種OCNサービス

タイプ４
(フレッツ光を利用するプラン)
OCN 光サービス IP x (F)

カテゴリー６
（for VPN）

タイプ３
(フレッツADSLを利用するプラン)
OCN ADSLサービス for VPN (F)

タイプ４
(フレッツ光を利用するプラン)
OCN 光サービス for VPN (F)

コース１：ﾌﾚｯﾂADSL 1.5M/8M/12M/24M
/40M/47M)タイプ
コース１の２：ﾌﾚｯﾂADSL ビジネスタイプ
コースF：ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ

メニューN：ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ

コースM：ﾏﾝｼｮﾝﾀｲﾌﾟ

メニューN：ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ

コースP1：ﾌﾟﾗｲｵ1

メニューN：ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ

コースGFS：ｷﾞｶﾞﾌｧﾐﾘｰ

メニューN：ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ

コースGFL：ｷﾞｶﾞﾗｲﾝ

メニューN：ﾌﾚｯﾂ光ﾈｸｽﾄ

■事業者の概要
事業者の名称

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

■カテゴリー５及び６ （ＯＣＮ 光／ＡＤＳＬサービス（Ｆ））ご利用上の諸注意点
（１）アクセスラインに関して
・本サービスはNTT東日本／NTT西日本の「フレッツ」をＮＴＴＣｏｍ名義で手配し、実現しております。
・設置場所及び保守情報をNTT東日本／NTT西日本へ提出し、NTT東日本／NTT西日本でも管理致します事をご承諾願います。
・お申込後NTT東日本／NTT西日本における調査及び設計により、ご希望のアクセスサービスの提供が行えない場合があります。
・「フレッツ」でNTT東日本／NTT西日本が提供しているオプションサービスは、お申込み・ご利用できません。
（２）提供エリアに関して
・本サービスの提供エリアは、特定加入者回線の提供元であるNTT東日本／NTT西日本の提供する「フレッツ・ＡＤＳＬ」
「フレッツ 光ネクスト」の提供エリアに限ります。
（３）アクセス（｢フレッツ｣）回線部分の工事に関して
・アクセスライン部分の工事の際は、特定加入者回線の提供元事業者であるNTT東日本／NTT西日本もしくは関連工事会社が伺
います。
・現地調査及び工事の際はお客様の設置場所担当者の立会いが必要です。立会いされる方は、設置の場所、目的等をご
理解の上立会い願います。
・立会いの際は、ＮＴＴＣｏｍ名義の回線の設置場所担当者の位置付けとなり、フレッツ工事の際は、NTT東日本／NTT西日本の
提示する工事確認書にサイン頂く必要があります。その際、フレッツの敷設場所等に問題が無い事をご確認の上サイン願い
ます。
・ＯＣＮ 光／ＡＤＳＬサービス（Ｆ）では、開通時にリンクアップ確認まで工事担当者が行う事を原則としております。確認の際
は現地の立会い者の方も必ず同席頂き、リンクが確立されている事の確認をお願いします。
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■カテゴリー５及び６ （ＯＣＮ 光／ＡＤＳＬサービス（Ｆ））ご利用上の諸注意点（続き）
（４）アクセスラインの変更や設置場所移転の際の注意点（ＯＣＮ 光／ＡＤＳＬ（Ｆ）サービスの場合）
・フレッツアクセスラインの変更（ＡＤＳＬ⇔光サービス、光サービス内でのタイプ変更等）の際は弊社営業担当を通じてお手続
きを行っていただきます。
・変更申し込み手続き後、専用レンタルルータの設定変更が必要になります。設定変更はセンドバック又はオンサイト工事
にて行います事をご了承ください。
・設置場所移転の手続きも同様、弊社営業担当を通じてお手続きを行いました後、専用ルータへの設定変更が必要になりま
す。
・設置場所移転の場合、アクセスラインの手配は新設時と同様の納期が必要です。２～３ヶ月以上前には設置場所移転申込
書を提出願います。アクセスラインの納期によっては移転先で提供が出来ない場合もありますのでご了承願います。
（５）ＯＣＮ ＡＤＳＬサービス（Ｆ）ご利用の場合
・本サービスではアクセスラインにＡＤＳＬを使用しているため、表示速度については、ＯＣＮ ＡＤＳＬサービス（Ｆ）における規
格上の最高速度であり、お客様宅～NTTビルまでの距離及びケーブル品質・環境等により、規格どおりの速度が出ない場
合があります。
・本サービスは、弊社で提供するネットワークを複数のお客様で共有するサービスです。そのため品質についてはネットワー
クの混雑状況により低下する場合があります。
・ネットワーク工事等により通信が切断されることがあり、インターネットへの接続を常時保証・確保するサービスではありま
せん。
・本サービスで提供可能なＡＤＳＬサービスは、ＡＤＳＬ専用型に限ります。
・ＡＤＳＬ専用型の特性上、ビル内に空線が無い場合、提供が行えない場合があります。
・万が一、利用開始後（新規・変更・移転）において、提供開始日の翌日から２０日以内に全く通信ができない状態（リンク未
確立）となった場合は、同期日内に弊社サービスセンタへご連絡ください。
その事象を弊社が確認できた場合で、サービスの廃止・変更・移転をご希望されたお客さまにつきましては、リンク未確立
期間のご利用料金（工事費・利用料金）は適用致しません。
※速度が出ない、通信が不安定という事象には適用されません。
・ＯＣＮ ＡＤＳＬサービス（Ｆ）でＡＤＳＬモデムをレンタルされる場合、ＡＤＳＬモデム部分の故障対応は通常は平日９時～１７時
となります。２４時間３６５日のオンサイト保守をご希望の場合は、ＡＤＳＬモデムの２４時間オンサイト保守オプションへのお
申し込みが別途必要となります。
・東日本エリアにおいて、特定加入者回線の仕様により、２４時間３６５日のオンサイトオプション用設備が用意出来ない等の
理由で、納期が６ヶ月以上必要な場合や提供を行えない場合があります。
・ＯＣＮ ＡＤＳＬサービス（Ｆ）ご利用のお客様向けのＡＤＳＬモデムはブリッジタイプのみのレンタルとさせて頂きます。
・本サービスの仕様上、ＡＤＳＬの速度によっては、ルータ機能付モデムが送付されるケースがございますが、ご利用の際は
ブリッジモードにてご利用下さい。
・お客様の都合でルータモードでご利用なさった場合、ルータ機能に関わる部分のサポートは対象外とさせていただきます。
（６）ＯＣＮ 光サービス（Ｆ）ご利用の場合
・本サービスではアクセスラインにベストエフォート型光アクセス回線を使用しているため、表示速度については規格上の最
高速度であり、またネットワークを複数のお客様で共有するサービスであることから、品質についてはネットワークの混雑状
況により低下する場合があります。
・ネットワークの輻輳状態が継続される事を避けるため、通信速度を制限する場合があります。
・本サービスは、ネットワーク工事等により通信が切断されることがあり、ネットワークへの接続を常時保証・確保するサービス
ではありません。
・光回線の敷設には、配管が必要です。配管の有無につきましては、現地調査時に確認させて頂きますが、配管が無い場合
お客様（ビル）側に配管工事を行って頂き、配管が完成後敷設工事となります。
・電柱から直接宅内に光ファイバを引き込む場合、建物の壁に穴を開ける必要のある場合があります。お客様の自社ビルで
無い場合、お客様側でビル側の承諾を得て頂く必要があります。
・マンションタイプをお申込の場合は、お客さま拠点の建物が既に当該タイプに対応済みの場合のみお申込が可能です。（お
客さまビルに適用となるプラン（プラン１、プラン２も事前にご確認願います。））
・ご入居されている建物が、既にマンションタイプが提供済みの場合にのみ（Ｆ）サービスマンションプランのお申込を受け
付け可能とさせて頂きます。なお、お申込の前には、ご入居されているビルに導入されているマンションプランの種別（マ
ンションタイプ プラン１等）を確認の上お申込ください。
・プラン１→プラン２及び、プラン２→プラン２ハイパー等の変更の場合、ご入居ビルの代表者の方から入居ビルのお客様へ
意志確認が行われますので、変更工事日が分かりましたら、速やかに弊社営業担当者にご連絡願います。
※弊社宛に変更申込を頂けない場合、建物のフレッツ一括契約がプラン２となっても、（Ｆ）サービスの契約はプラン１の料
金が適用されます。また、新料金への適応は、変更申込受領後となりますので、NTT東日本／NTT西日本の新料金適
用日と異なる場合があります。
・マンションタイプのミニプランについては対応しておりません。
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■カテゴリー５及び６ （ＯＣＮ 光／ＡＤＳＬサービス（Ｆ））ご利用上の諸注意点（続き）
（７）本サービスの保守等について
・通常のＯＣＮ 光／ＡＤＳＬサービス（Ｆ）におけるアクセスライン（「フレッツ」）部分の故障対応時間は９時～１７時となります。
上記は故障の受付時間ではなく、故障対応が可能な時間となりますので、１７時前に故障申告を頂いた場合でも、現地対応
が翌日以降となるケースがあります。当日中の保守対応を必須とされる場合は、２４時間オンサイト保守オプションをご利用
下さい。なお、「OCN光フレッツ プライオ１」「OCN光フレッツ プライオ１０」の場合、 アクセスライン部分の２４時間オンサイ
ト保守は標準提供となります。
・２４時間オンサイト保守オプションのご利用には所定の納期が必要となります。また切替えの際に通信断を伴なう工事が発
生する場合があります。（工事の時間帯は平日日勤帯となります。）
※２４時間保守オプションをお申込で無い場合でも、故障の申告は２４時間３６５日受付を行っております。
・弊社よりレンタル提供を行っているＡＤＳＬモデム、ＯＮＵ等の機器についてはサービス解除時に撤去、返却頂く必要があり、
お客様の不注意による紛失・盗難等の場合、費用を請求させて頂く場合があります。
・本サービスではお客様の窓口として、アクセスライン部分もＮＴＴＣｏｍが一元的窓口として申込み～開通～保守の受付を一
元的に行いますが、フレッツ部分の故障が確定した後の対応は、NTT東日本／NTT西日本の担当者もしくはその委託を受け
た業者が対応させて頂きます。
・ＩＰ１及びｆｏｒ ＶＰＮプランでは、ドメイン名代行申請やドメインの逆引き設定等、お客様が自営でサーバを運用される際のサ
ポートを一切致しません。
・工事通知及び故障通知については、通知できない場合があります。
■高額利用割引について
・適用の対象は、次のとおりとします。
「第２種オープンコンピュータ通信網サービス」・「第３種オープンコンピュータ通信網サービス」・「第５種オープンコンピュータ
通信網サービス」・「第６種オープンコンピュータ通信網サービス」及び当社の他の電気通信サービスに係る契約により構成さ
れるものとし、契約約款 料金表（高額利用割引）において、当社が別に定めるものを除きます。
・高額利用割引は、割引対象サービスのご利用料金が１契約で月額１００万円（税込１０８万円）を超える場合は自動的に適用され、
新たなお申し込みは不要です。
・同一名義で複数の割引対象サービスのご利用料金金額が月額１００万円（税込１０８万円）を超える場合は、別途お客様からの
お申し込みをもって適用いたします。
・高額利用割引のご利用に際してご契約名義は同一名義に限定いたします。また「付加機能利用料」・「工事費」・「申請手数料」・
「ドメイン維持管理料」・「機器使用料」は割引対象外です。
・「長期継続利用割引」及び「プレミアプラン」と高額利用割引との併用は出来ません。
■最低利用期間
・本サービスにおける最低利用期間はサービスを提供した日から起算して１ヶ月となります。
・最低利用期間内に本サービスを解除された場合には、残余期間に対応する定額利用料に相当する額を、当社が定める期日
までに一括してお支払い頂きます。
・また、最低利用期間内に定額利用料金が減額となるサービス変更を行った場合、残余期間に対応する差額［＝（移行前サー
ビスの定額利用料－移行後サービスの定額利用料）×残余期間］を当社が定める期日までに一括してお支払い頂きます。
■利用中止
・当社は、次の場合には、ＩＰ通信網サービスの一部又は全部の利用を中止することがあります。この場合、あらかじめそのこと
を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
‐当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
‐契約約款第２６条（通信利用の制限等）の規定により、通信利用を中止するとき
■契約の成立
・契約約款に基づく契約の成立は、お客様からお申込をいただいた日をもって成立するものとさせていただきます。ただし、その
お申込に不備がある場合や契約約款に定める「当社が承諾しない場合」に該当する場合はお承り出来ないことがございます。
・また、お承りのご連絡は、ご利用開始日前に郵送する『ご利用内容のご案内』をもって代えさせていただきます。
■契約の解除
・契約者が次のいずれかに該当する場合、当社は契約を解除することがあります。
-料金その他の債務について、支払期限を経過してもなおお支払いいただけないとき
-次項に定める契約者の義務の規定に違反したとき
・契約の強制解除の場合、敷設したアクセスライン設備の撤去工事を行わない場合があります。
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■契約者の義務
・契約者には次のことを守っていただきます。なお、契約者がこれらの規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したとき
は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を契約者に負担していただきます。
‐故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
‐当社がＩＰ通信網サービスに係る業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がＩＰ通信網契約に基づき設置し
た電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと
‐当社がＩＰ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること
‐アクセス回線二重化を行う場合において、２の加入者回線等又は契約者回線を同時に使用する通信を行わないこと
‐他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でＩＰ通信網
サービスを利用しないこと
・なお、次項に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
■ＩＰ通信網サービスにおける禁止事項
・契約者はＩＰ通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
‐他人の知的財産権（特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等）その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれ
のある行為
‐他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
‐他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
‐（詐欺、業務妨害等の）犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
‐わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
‐無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為
‐ＩＰ通信網サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
‐他人になりすましてＩＰ通信網サービスを利用する行為（偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含み
ます。）
‐有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
‐本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為及びボイスモー
ドに係る通信をする行為
‐本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある電子メールを送信する行為及びボイスモードに係
る通信をする行為
‐当社もしくは他人の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
‐その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
‐その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
■譲渡
・利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者
が連署した当社所定の書面により、ＩＰ通信網サービス取扱所にご請求下さい。
・利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者（譲渡人）の有していた一切の権利及び義務を承継します。
■承継・改称
・相続又は法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併に
より設立された法人又は分割により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属ＩＰ通信網サー
ビス取扱所に届け出ていただきます。
・契約者の地位の承継が二人以上になる場合等は所属ＩＰ通信網サービス取扱所にお問合せ下さい。
■料金の請求、支払方法及び支払期限
・契約者は料金及び工事に関する費用を、当社が定める期日までに、当社が指定するＩＰ通信網サービス取扱所又は金融機
関等でお支払い下さい。
・料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順にお支払い下さい。
■月額料金の日割計算
・ＩＰ通信網サービスについて、料金月の初日以外の日に利用開始、品目等の変更及び契約の解除があった場合は、月額で定
める利用料金及び使用料を日割します。ただし、次に掲げる月額料金は日割しません。
-利用料、特定ダイヤルアップ回線の利用の場合の利用料又は定額利用料の加算額
・その他、料金の請求についての詳細は所属ＩＰ通信網サービス取扱所にお問合せ下さい。
■損害賠償
・当社は、当社の原因により本サービスを提供しなかった場合は、当社が知った時刻から起算して、２４時間以上その状態が
連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
・また、当社が、当社の提供区間及び特定事業者の提供区間を合わせて料金設定を設定している場合で、その特定事業者の
原因によりサービスを提供しなかった場合も同様とします。
・ただし、特定協定事業者が自社の契約約款及びその料金表によりその損害を賠償する場合はこの限りではありません。
・損害賠償の額は、サービスが利用できなかった状態を当社が知った時刻以降２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応
する本サービスの料金の合計額に限って損害を賠償します。（詳しくはＩＰ通信網サービス契約約款 第３８条を参照ください。）

重要事項に関する説明について
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■免責
・当社は本サービス提供に係わる設備、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事において、契約者に関する土地、
建物、工作物等に損害を与えた場合で、やむをえない理由があった場合はその損害の賠償を行ないません。
・当社は本サービス約款の変更により、自営端末設備（契約者が設置する端末設備）を変更する場合であっても、その改造等
に要する費用は負担しません。
■契約約款
ＩＰ通信網サービス契約約款及び契約約款の改訂に関するお知らせは、当社のホームページに掲載します。
ＵＲＬ http://www.ntt.com/tariff/comm/
■契約者申し出による契約の変更・解除について
・契約者が当社へ契約変更、及び解除申込を実施する場合、別に記載する当社連絡先へご連絡下さい。
その際、以下の情報が必要となりますのでご用意下さい。
【契約変更の場合】契約者情報、お客様番号、変更内容に関わる情報等
【契約解除の場合】契約者情報、お客様番号等
なお、変更・解除に伴い、当社へ申込書を提出していただく事となります。また、廃止に際しては廃止希望日の７営業日前ま
でのお申し込みが必要になります。
・ＮＴＴＣｏｍ名義で手配するNTT東日本／NTT西日本フレッツ回線については、上記申込において契約の解除を実施します。

■事業者の連絡先
サービスに関する問い合わせ（ご契約前）

電話
： 0120-106-107
対応時間 ： 9:30～17:00（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
メール
： info@ocn.ad.jp

サービスの利用方法や設定内容に関する問い
合わせ（ご契約後）

電話
： 0120-047-644
対応時間 ： 9:00～18:00（ 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
メール
： tech-support@ocn.ad.jp

故障に関する問い合わせ

電話
： 0120-047-644
対応時間 ： 24時間
メール
： trouble-biz@ocn.ad.jp

料金に関する問い合わせ

電話
： 0120-047-128
対応時間 ： 9:00～17:00（ 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
メール
： bill@ntt.com

サービスの変更・解除の申込み

電話
： 0120-106-107
対応時間 ： 9:30～17:00（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
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■料金に関して OCN ADSLサービス（Ｆ）
（１）初期費用
本サービスの初期費用は以下の通りです。
本サービスでは、OCN部分・アクセス回線（フレッツADSL）部分の両方についてOCN（NTTCom）より一括請求を行います。
アクセス回線設置は全てオンサイト工事となります（DIY＝お客様設置はありません）。
（単位：円）

OCN部分

アクセス回線（光）部分
請求上は
｢アクセス回線工事費」

ドメイン登録料 *2

請求上は｢付加機能
等工事費｣

ネットワーク
工事費

IPアドレス
登録料*1

属性

汎用/
都道府県型JP

gTLD

アクセス回線工
事費

屋内配線
工事費*4

モデム設置
工事費*5

IP1

3,000
（税込3,240)

-

-

-

-

5,700*3
（税込6,156)

4,800*4
(税込5,184)

5,500*5
（税込5,940)

IP8

3,000
（税込3,240)

5,500
（税込5,940)

5,762
(税込6,222.96)

4,500
（税込4,860)

5,900
（税込6,372)

5,700*3
（税込6,156)

4,800*4
(税込5,184)

5,500*5
（税込5,940)

IP16

3,000
（税込3,240)

5,500
（税込5,940)

5,762
(税込6,222.96)

4,500
（税込4,860)

5,900
（税込6,372)

5,700*3
（税込6,156)

4,800*4
(税込5,184)

5,500*5
（税込5,940)

for VPN

無料

-

-

-

-

5,700*3
（税込6,156)

4,800*4
(税込5,184)

5,500*5
（税込5,940)

*1: 他プランからのIPアドレス継続利用の場合にはＩＰアドレス登録料は不要です。
*2: OCNサブドメインや、既に取得済みのドメインをご利用の場合にはドメイン登録料は不要です。
*3：屋内配線工事・モデム設置工事がない場合はアクセス回線工事費は減額となります。
*4：NTT派遣工事による屋内配線工事ではない場合（お客様又はビル管理者指定の工事会社の場合）は屋内配線工事費は不要です。
*5：NTT派遣工事によるモデム設置ではない場合（お客様設置の場合）はモデム設置工事費は不要です。
*6：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。
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重要事項に関する説明について
■料金に関して OCN ADSLサービス（Ｆ）
（２）月額利用料金

本サービスの月額費用は以下の通りです。
本サービスでは、OCN部分・アクセス回線（フレッツADSL）部分の両方についてOCN（NTTCom）より一括請求を行います。
下記の他、独自ドメインご利用時（指定事業者がOCNの場合）には別途「ドメイン名更新料」
（地域/属性/汎用/都道府県型 : 3,500 円(税込3,780円）/gTLD : 4,900円（税込5,292円）がかかります（年額）。
（単位：円）
回線料金

対応
エリア

N
T
T
東
日
本
エ
リ
ア

サービスプラン

レンタル料金*1

月額利用料

屋内配線
利用料

ADSLモデム
レンタル料

OCN ADSLサービス IP1 (F) 1.5M

11,350（税込12,258）

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP1 (F) 8M

11,550（税込12,474)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP1 (F) 12M

11,650（税込12,582)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

IP１ OCN ADSLサービス IP1 (F) 40M

11,750(税込12,690）

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス IP1 (F) 47M

11,850(税込12,798)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス IP1 (F) 40Mビジネスタイプ

19,800（税込21,384)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス IP1 (F) 47Mビジネスタイプ

19,800（税込21,384)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 1.5M

16,350（税込17,658）

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 8M

16,550(税込17,874)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 12M

16,650（税込17,982)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 40M

16,750(税込18,090)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 47M

16,850(税込18,198)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 40Mビジネスタイプ

24,800（税込26,784)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 47Mビジネスタイプ

24,800（税込26,784)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス IP16 (F) 1.5M

27,650(税込29,862)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP16 (F) 8M

27,850(税込30,078)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

IP8

OCN ADSLサービス IP16 (F) 12M

27,950（税込30,186)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

IP16 OCN ADSLサービス IP16 (F) 40M

28,050(税込30,294)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス IP16 (F) 47M

28,150(税込30,402)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス IP16 (F) 40Mビジネスタイプ

39,800(税込42,984)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス IP16 (F) 47Mビジネスタイプ

39,800(税込42,984)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス for VPN (F) 1.5M

8,100(税込8,748)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス for VPN (F) 8M

8,300(税込8,964)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス for VPN (F) 12M

8,400（税込9,072)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

8,500（税込9,180)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

8,600(税込9,288)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス for VPN (F) 40Mビジネスタイプ

15,150(税込16,362)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

OCN ADSLサービス for VPN (F) 47Mビジネスタイプ

15,150(税込16,362)

60（税込64.8)

490（税込529.5)

for
OCN ADSLサービス for VPN (F) 40M
VPN
OCN ADSLサービス for VPN (F) 47M

*1: レンタルを利用しない場合（お客様用意の場合）レンタル料金は不要です。

保守オプション料金
24時間オンサイト
サポート料金

ADSL加入者区間の
24時間365日
オンサイト保守オプション
をご利用の場合、
下記料金を左記に加算
（通常サービスで24時間
保守対応提供する
ビジネスタイプ除く）
2,500（税込2,700)/回線
（ADSLﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ無の
場合）
3,000（税込3,240)/回線
（ADSLﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ有の
場合）
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重要事項に関する説明について
■料金に関して OCN ADSLサービス（Ｆ）

（単位：円）

（２）月額利用料金（続き）
回線料金

対応
エリ
ア

サービスプラン

IP１

IP8

N
T
T
西
日
本
エ
リ
ア

レンタル料金*1

月額利用料

屋内配線
利用料

ADSLモデム
レンタル料

OCN ADSLサービス IP1 (F) 1.5M

11,350（税込12,258）

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP1 (F) 8M

11,500（税込12,420）

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP1 (F) 12M

11,650（税込12,582)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP1 (F) 24M

11,720（税込12,657.6）

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP1 (F) 40M

11,750(税込12,690）

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP1 (F) 47M

11,750(税込12,690）

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 1.5M

16,350（税込17,658）

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 8M

16,550(税込17,874)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 12M

16,650（税込17,982)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 24M

16,720（税込18,057.6）

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 40M

16,750(税込18,090)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP8 (F) 47M

16,750(税込18,090)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP16 (F) 1.5M

27,650(税込29,862)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP16 (F) 8M

27,850(税込30,078)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP16 (F) 12M

27,950（税込30,186)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP16 (F) 24M

28,020（税込30,261.6）

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP16 (F) 40M

28,050(税込30,294)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス IP16 (F) 47M

28,050(税込30,294)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス for VPN (F) 1.5M

8,100(税込8,748)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス for VPN (F) 8M

8,300(税込8,964)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス for VPN (F) 12M

8,400（税込9,072)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス for VPN (F) 24M

8,470（税込9,147.6）

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス for VPN (F) 40M

8,500（税込9,180)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

OCN ADSLサービス for VPN (F) 47M

8,500（税込9,180)

60（税込64.8)

440（税込475.2)

IP16

for
VPN

保守オプション料金
24時間オンサイトサポート
オプション料金

ADSL加入者区間
24時間365日
オンサイト保守オプション
ご利用の場合、
下記料金を左記に加算
（通常サービスで24時間
保守対応提供するビジネ
スタイプ除く）
2,500（税込2,700)/回線
（ADSLﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ無の場
合）
3,000（税込3,240)/回線
（ADSLﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ有の場
合）

重要事項に関する説明について
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■料金に関して OCN 光サービス（Ｆ）
（１）-１ 初期費用
本サービスの初期費用は以下の通りです。
本サービスでは、OCN部分・アクセス回線（フレッツ光ネクスト）部分の両方についてOCN（NTTCom）より一括請求を行います。
（単位：円）

OCN部分
ネットワーク工事費

IP1
IP8
IP16
IP32
IP64

アクセス回線（光）部分
ドメイン登録料 *2

請求上はすべて「アクセス回線工事費」

IPアドレス
登録料*1

属性

汎用/都道府県型
JP

gTLD

アクセス回線工事費 *3 *4 *5

3,000
（税込3,240)
3,000
（税込3,240)
3,000
（税込3,240)
3,000
（税込3,240)
3,000
（税込3,240)

-

-

-

-

24,000（税込25,920）

5,500
（税込5,940)
5,500
（税込5,940)
5,500
（税込5,940)
5,500
（税込5,940)

5,762
(税込6,222.96)
5,762
(税込6,222.96)
5,762
(税込6,222.96)
5,762
(税込6,222.96)

4,500
（税込4,860)
4,500
（税込4,860)
4,500
（税込4,860)
4,500
（税込4,860)

5,900
（税込6,372)

24,000（税込25,920）

無料

-

-

-

-

for VPN

5,900
（税込6,372)
5,900
（税込6,372)
5,900
（税込6,372)

*1：他プランからのIPアドレス継続利用の場合にはIPアドレス登録料は不要です。
*2：OCNサブドメインや、既に取得済みのドメインをご利用の場合にはドメイン登録料は不要です。
*3：NTT東日本・NTT西日本のキャンペーン等の料金には対応しておりません。
*4：工事内容により工事費用等が異なる場合があります。
*5：夜間帯及び年末年始の実施工事の場合は別途割増工事費を頂きます。
割増率
平日・土日・祝日
年末年始

8:30-17:00

17:00-8:30

1

1.6
1.6

24,000（税込25,920）
24,000（税込25,920）
24,000（税込25,920）
24,000（税込25,920）
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重要事項に関する説明について
■料金に関して OCN 光サービス（Ｆ）
（２）月額利用料金
 本サービスの月額費用は以下の通りです。
 本サービスでは、OCN部分・アクセス回線（フレッツ光ネクスト）部分の両方についてOCN（NTTCom）より一括請求を行います。
 提供エリアはNTT東日本の「フレッツ」提供エリアに準じます。
 下記の他、独自ドメインご利用時（指定事業者がOCNの場合）には別途「ドメイン名更新料」
（地域/属性/汎用/都道府県型 : 3,500 円(税込3,780円）/gTLD : 4,900円（税込5,292円）がかかります（年額）。
回線料金

対応
エリア

サービスプラン

IP1

N
T
T
東
日
本

IP8

レンタル料金

（単位：円）
保守オプション料金

月額利用料

屋内配線
利用料

回線終端装置
レンタル料

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストプライオ10

116,100
(税込125,388)

-

-

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストビジネス

115,000
(税込124,200)

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストプライオ1

40,000
(税込43,200）

-

-

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストファミリー

13,900
（税込15,012）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストファミリー・ハイスピード

13,900
（税込15,012）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストギガファミリー・スマートタイプ

15,500
（税込16,740）

-

-

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストファミリー・ギガラインタイプ

15,200
（税込16,416）

-

-

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストマンション（プラン1） *1

9,700
（税込10,476）

-

*2

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストマンション（プラン2） *1

9,300
（税込10,044）

-

*2

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストマンション・ハイスピード（プラン1） *1

9,700
（税込10,476）

-

*3

光加入者区間の24時間365日
オンサイト保守オプションご利用
の場合、下記料金を加算

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストマンション・ハイスピード（プラン2） *1

9,300
（税込10,044）

-

*3

ビジネス、ベーシック、ファミリー
は、月額3,000（税込3,240）/回線

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストプライオ10

148,100
（税込159,948）

-

-

マンションは月額2,000（税込
2,160）/回線

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストビジネス

147,000
（税込158,760）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストプライオ1

49,000
（税込52,920）

-

-

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストファミリー

22,900
（税込24,732）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストファミリー・ハイスピード

22,900
（税込24,732）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストギガファミリー・スマートタイプ

24,500
（税込26,460）

-

-

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストファミリー・ギガラインタイプ

24,200
（税込26,136）

-

-

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストマンション（プラン1） *1

18,700
（税込20,196）

-

*2

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストマンション（プラン2） *1

18,300
（税込19,764）

-

*2

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストマンション・ハイスピード（プラン1） *1

18,700
（税込20,196）

-

*3

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストマンション・ハイスピード（プラン2） *1

18,300
（税込19,764）

-

*3

*1：マンションタイプのお申込時には以下の点をご確認の上お申込願います。
・ご入居されている建物が、既にマンションタイプが提供済みの場合にのみ(F)サービスのお申込を受け付けます。
お申込の前に、ご入居されているマンションに導入されているプランの種別を確認の上お申込ください。
・プラン１→プラン２及び、プラン２→プラン２ハイパー、等の変更の場合、ご入居ビルの代表者の方から入居ビルのお客様へ意志確認が
行われますので、変更工事日が分かりましたら、速やかに弊社営業担当者にご連絡願います。
※変更申込を頂けない場合、建物の一括契約がプラン２となっても、(F)サービスの契約はプラン１の料金が適用されます。
又、新料金への適応は、NTT地域会社の新料金適用日と異なる場合があります。
・マンションタイプのミニについては対応しておりません。
*2：LAN配線無しの場合、別途、回線終端装置またはVDSL装置のレンタル料がかかります。
回線終端装置：350円（税込378円）、VDSL装置：350円（税込378円）
*3：光配線方式でご利用いただけます。別途、回線終端装置のレンタル料がかかります。
回線終端装置：350円（税込378円）

24時間オンサイト
サポート料金

（プライオ10／プライオ1は、24時
間365日オンサイト保守標準提
供のため除く）
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重要事項に関する説明について
■料金に関して OCN 光サービス（Ｆ）
（２）月額利用料金
 本サービスの月額費用は以下の通りです。
 本サービスでは、OCN部分・アクセス回線（フレッツ光ネクスト）部分の両方についてOCN（NTTCom）より一括請求を行います。
 提供エリアはNTT東日本の「フレッツ」提供エリアに準じます。
 下記の他、独自ドメインご利用時（指定事業者がOCNの場合）には別途「ドメイン名更新料」
（地域/属性/汎用/都道府県型 : 3,500 円(税込3,780円）/gTLD : 4,900円（税込5,292円）がかかります（年額）。
対
応
エ
リ
ア

回線料金
サービスプラン

IP16

レンタル料金

保守オプション料金

月額利用料

屋内配線
利用料

回線終端装置
レンタル料

OCN 光サービス IP16 (F)
光ネクストプライオ10

168,100
（税込181,548）

-

-

OCN 光サービス IP16 (F)
光ネクストビジネス

167,000
（税込180,360）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP16 (F)
光ネクストプライオ1

66,000
（税込71,280）

-

-

OCN 光サービス IP16 (F)
光ネクストファミリー

38,800
(税込41,904)

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP16 (F)
光ネクストファミリー・ハイスピード

38,800
(税込41,904)

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP16 (F)
光ネクストギガファミリー・スマートタイプ

40,400
（税込43,632）

-

-

OCN 光サービス IP16 (F)
光ネクストファミリー・ギガラインタイプ

40,100
（税込43,308）

-

-

OCN 光サービス IP32 (F)
光ネクストプライオ10

201,100
（税込217,188）

-

-

OCN 光サービス IP32 (F)

200,000
（税込216,000）

200
（税込216）

900
（税込972）

231,100
（税込249,588）

-

-

230,000
（税込248,400）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストプライオ1

27,300
（税込29,484）

-

-

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストファミリー

8,730
（税込9,428.4）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストファミリー･ハイスピード

8,730
（税込9,428.4）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストギガファミリー・スマートタイプ

10,330
（税込11,156.4）

-

-

10,030
（税込10,832.4）

-

-

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストマンション（プラン1） *1

7,380
(税込7,970.4)

-

*2

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストマンション（プラン2） *1

6,980
（税込7,538.4）

-

*2

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクスト・ﾏﾝｼｮﾝﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ（ﾌﾟﾗﾝ1） *1

7,380
(税込7,970.4)

-

*3

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストﾏﾝｼｮﾝ・ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ（ﾌﾟﾗﾝ2） *1

6,980
（税込7,538.4）

-

*3

IP32
N
光ネクストビジネス
T
OCN 光サービス IP64 (F)
T
光ネクストプライオ10
東 IP64
OCN 光サービス IP64 (F)
日
光ネクストビジネス
本

For OCN 光サービス for VPN (F)
VPN 光ネクストファミリー・ギガラインタイプ

（単位：円）

24時間オンサイト
サポート料金

光加入者区間の24時間365日 オン
サイト保守オプションご利用の場合、
下記料金を加算
ビジネス、ベーシック、ファミリーは、
月額3,000（税込3,240）/回線
マンションは月額2,000（税込2,160）
/回線
（プライオ10／プライオ1は、24時間
365日オンサイト保守標準提供のた
め除く）

*1：マンションタイプのお申込時には以下の点をご確認の上お申込願います。
・ご入居されている建物が、既にマンションタイプが提供済みの場合にのみ(F)サービスのお申込を受け付けます。
お申込の前に、ご入居されているマンションに導入されているプランの種別を確認の上お申込ください。
・プラン１→プラン２及び、プラン２→プラン２ハイパー、等の変更の場合、ご入居ビルの代表者の方から入居ビルのお客様へ意志確認が
行われますので、変更工事日が分かりましたら、速やかに弊社営業担当者にご連絡願います。
※変更申込を頂けない場合、建物の一括契約がプラン２となっても、(F)サービスの契約はプラン１の料金が適用されます。
又、新料金への適応は、NTT地域会社の新料金適用日と異なる場合があります。
・マンションタイプのミニについては対応しておりません。
*2：LAN配線無しの場合、別途、回線終端装置またはVDSL装置のレンタル料がかかります。
回線終端装置：350円（税込378円）、VDSL装置：350円（税込378円）
*3：光配線方式でご利用いただけます。別途、回線終端装置のレンタル料がかかります。
回線終端装置：350円（税込378円）
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重要事項に関する説明について
■料金に関して OCN 光サービス（Ｆ）
（２）月額利用料金
本サービスの月額利用料は以下の通りです。
提供エリアはNTT西日本の「フレッツ」提供エリアに準じます。
対応
エリア

サービスプラン

回線料金
月額
利用料

レンタル料金
屋内配線
回線終端装置
利用料
レンタル料

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストビジネス

115,000
(税込124,200)

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストファミリー

14,100
（税込15,228）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストファミリー・ハイスピード

14,100
（税込15,228）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストファミリー・スーパーハイスピード隼

14,100
（税込15,228）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストマンション（プラン1） *1

9,900
（税込10,692）

-

*2

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストマンション（プラン2） *1

9,400
(税込10,152)

-

*2

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストマンション・ハイスピード（プラン1） *1

9,900
（税込10,692）

-

*3

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストマンション・ハイスピード（プラン2） *1

9,400
(税込10,152)

-

*3

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストマンション・スーパーハイスピード隼（プラン1） *1

9,900
（税込10,692）

-

*3

OCN 光サービス IP1 (F)
光ネクストマンション・スーパーハイスピード隼（プラン2） *1

9,400
(税込10,152)

-

*3

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストビジネス

147,000
（税込158,760）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストファミリー

23,100
（税込24,948）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストファミリー・ハイスピード

23,100
（税込24,948）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストファミリー・スーパーハイスピード隼

23,100
（税込24,948）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストマンション（プラン1） *1

18,900
（税込20,412）

-

*2

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストマンション（プラン2） *1

18,400
（税込19,872）

-

*2

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストマンション・ハイスピード（プラン1） *1

18,900
（税込20,412）

-

*3

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストマンション・ハイスピード（プラン2） *1

18,400
（税込19,872）

-

*3

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストマンション・スーパーハイスピード隼（プラン1） *1

18,900
（税込20,412）

-

*3

OCN 光サービス IP8 (F)
光ネクストマンション・スーパーハイスピード隼（プラン2） *1

18,400
（税込19,872）

-

*3

IP1

N
T
T
西
日
本

（単位：円）

IP8

*1：マンションタイプのお申込時には以下の点をご確認の上お申込願います。
・ご入居されている建物が、既にマンションタイプが提供済みの場合にのみ(F)サービスのお申込を受け付けます。
お申込の前に、ご入居されているマンションに導入されているプランの種別を確認の上お申込ください。
・プラン１→プラン２及び、プラン２→プラン２ハイパー、等の変更の場合、ご入居ビルの代表者の方から入居ビルのお客様へ意志確認が
行われますので、変更工事日が分かりましたら、速やかに弊社営業担当者にご連絡願います。
※変更申込を頂けない場合、建物の一括契約がプラン２となっても、(F)サービスの契約はプラン１の料金が適用されます。
又、新料金への適応は、NTT地域会社の新料金適用日と異なる場合があります。
・マンションタイプのミニについては対応しておりません。
*2：LAN配線無しの場合、別途、回線終端装置またはVDSL装置のレンタル料がかかります。
回線終端装置：600円（税込648円）、VDSL装置：600円（税込648円）
*3：光配線方式でご利用いただけます。別途、回線終端装置のレンタル料がかかります。
回線終端装置：600円（税込648円）

保守オプション料金
24時間オンサイト
サポート料金

光加入者区間の24時間
365日オンサイト保守オ
プションをご利用の場合、
下記料金を左記に加算
ビジネス、ベーシック、
ファミリーは、月額3,000
（税込3,240）/回線
マンションはご利用され
るサービスプランにより
料金が異なります。
‐光ネクストの場合
月額2,000（税込2,160）/
回線
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重要事項に関する説明について
■料金に関して OCN 光サービス（Ｆ）
（２）月額利用料金
本サービスの月額利用料は以下の通りです。
提供エリアはNTT西日本の「フレッツ」提供エリアに準じます。
回線料金

対応
エリア

サービスプラン

IP16

N
T
T
西
日
本

（単位：円）
レンタル料金

月額
利用料

屋内配線
利用料

回線終端装置
レンタル料

OCN 光サービス IP16 (F)
光ネクストビジネス

167,000
（税込180,360）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP16 (F)
光ネクストファミリー

39,000
(税込42,120)

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP16 (F)
光ネクストファミリー・ハイスピード

39,000
(税込42,120)

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス IP16 (F)
光ネクストファミリー・スーパーハイスピード隼

39,000
(税込42,120)

200
（税込216）

900
（税込972）

IP32

OCN 光サービス IP32 (F)
光ネクストビジネス

200,000
（税込216,000）

200
（税込216）

900
（税込972）

IP64

OCN 光サービス IP64 (F)
光ネクストビジネス

230,000
（税込248,400）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストファミリー

8,930
（税込9,644.4）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストファミリー･ハイスピード

8,930
（税込9,644.4）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストファミリー･スーパーハイスピード隼

8,930
（税込9,644.4）

200
（税込216）

900
（税込972）

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストマンション（プラン1） *1

7,380
(税込7,970.4)

-

*2

For OCN 光サービス for VPN (F)
VPN 光ネクストマンション（プラン2） *1

6,980
（税込7,538.4）

-

*2

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストﾏﾝｼｮﾝ･ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ（ﾌﾟﾗﾝ1） *1

7,380
(税込7,970.4)

-

*3

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストﾏﾝｼｮﾝ・ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ（ﾌﾟﾗﾝ2） *1

6,980
（税込7,538.4）

-

*3

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストﾏﾝｼｮﾝ・ｽｰﾊﾟｰﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ隼（ﾌﾟﾗﾝ1） *1

7,380
(税込7,970.4)

-

*3

OCN 光サービス for VPN (F)
光ネクストﾏﾝｼｮﾝ・ｽｰﾊﾟｰﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ隼（ﾌﾟﾗﾝ2） *1

6,980
（税込7,538.4）

-

*3

*1：マンションタイプのお申込時には以下の点をご確認の上お申込願います。
・ご入居されている建物が、既にマンションタイプが提供済みの場合にのみ(F)サービスのお申込を受け付けます。
お申込の前に、ご入居されているマンションに導入されているプランの種別を確認の上お申込ください。
・プラン１→プラン２及び、プラン２→プラン２ハイパー、等の変更の場合、ご入居ビルの代表者の方から入居ビルのお客様へ意志確認が
行われますので、変更工事日が分かりましたら、速やかに弊社営業担当者にご連絡願います。
※変更申込を頂けない場合、建物の一括契約がプラン２となっても、(F)サービスの契約はプラン１の料金が適用されます。
又、新料金への適応は、NTT地域会社の新料金適用日と異なる場合があります。
・マンションタイプのミニについては対応しておりません。
*2：LAN配線無しの場合、別途、回線終端装置またはVDSL装置のレンタル料がかかります。
回線終端装置：600円（税込648円）、VDSL装置：600円（税込648円）
*3：光配線方式でご利用いただけます。別途、回線終端装置のレンタル料がかかります。
回線終端装置：600円（税込648円）

保守オプション料金
24時間オンサイト
サポート料金

光加入者区間の24時間
365日オンサイト保守オ
プションをご利用の場合、
下記料金を左記に加算
ビジネス、ベーシック、
ファミリーは、月額3,000
（税込3,240）/回線
マンションはご利用され
るサービスプランにより
料金が異なります。
‐光ネクストの場合
月額2,000（税込2,160）/
回線

