
テレチョイス10
100円

（110円）

月々100円の定額料のお支払いで、通話された時間帯・曜日に関わらず、
お客さまが選ばれた２つの市外局番への市外通話料金が10％割引
※Ａ／Ｉとも適用可能

テレチョイス15
200円

（220円）

月々200円の定額料のお支払いで、通話された時間帯・曜日に関わらず、
お客さまが選ばれた５つの市外局番への市外通話料が15％割引
※Ａ／Ｉとも適用可能

テレチョイス30
100円

（110円）

月々100円の定額料のお支払いで、通話された時間帯・曜日に関わらず、
お客さまが選ばれた１つの市外局番への市外通話料が30％割引。
※Ａ／Ｉとも適用可能

ＩＮＳテレチョイス10
200円

（220円）

月々200円の定額料のお支払いで、通話された時間帯・曜日に関わらず、
お客さまが選ばれた４つの市外局番への市外通話料金が10％割引。
※Ａ／Ｉとも適用可能

ＩＮＳテレチョイス15
400円

（440円）

月々400円の定額料のお支払いで、通話された時間帯・曜日に関わらず、
お客さまが選ばれた１０の市外局番への市外通話料が15％割引。
※Ａ／Ｉとも適用可能

ＩＮＳテレチョイス30
200円

（220円）

月々200円の定額料のお支払いで、通話された時間帯・曜日に関わらず、
お客さまが選ばれた２つの市外局番への市外通話料が30％割引。
※Ａ／Ｉとも適用可能

テレジョーズ2000
1,750円

（1,925円）

平日の夜10時～翌朝8時、土曜・日曜・祝日の一日中の市内・市外通話に対し、
月々1,750円の定額通話料のお支払いで、2,000円分まで通話可能。
2,000円分を超え、3,000円分までは15％の割引。

テレジョーズ3000
2,600円

（2,860円）

平日の夜10時～翌朝8時、土曜・日曜・祝日の一日中の市内・市外通話に対し、
月々2,600円の定額通話料のお支払いで、3,000円分まで通話可能。
3,000円分を超え、5,000円分までは15％の割引。

テレジョーズ5000
4,300円

（4,730円）

平日の夜10時～翌朝8時、土曜・日曜・祝日の一日中の市内・市外通話に対し、
月々4,300円の定額通話料のお支払いで、5,000円分まで通話可能。
5,000円分を超え、8,000円分までは15％の割引。

テレジョーズ8000
6,850円

（7,535円）

平日の夜10時～翌朝8時、土曜・日曜・祝日の一日中の市内・市外通話に対し、
月々6,850円の定額通話料のお支払いで、8,000円分まで通話可能。
8,000円分を超える分は全て利用額に対し15％の割引。

テレワイズ10
550円

（605円）
月々550円の定額料のお支払いで、通話された時間帯・曜日に関わらず、
市外通話料金が10％割引。

テレワイズ15
1,550円

（1,705円）
月々1,550円の定額料のお支払いで、通話された時間帯・曜日に関わらず、
市外通話料金が15％割引。

テレワイズワイド13
1,000円

（1,100円）
月々1,000円の定額料のお支払いで、通話・通信された時間帯・曜日にかかわらず、(お客さまの指定された事業所単位
のグループの）市外のダイヤル通話料、ＩＮＳ通話・通信料を13％割引するサービス。

テレワイズワイド17
3,500円

（3,850円）
月々3,500円の定額料のお支払いで、通話・通信された時間帯・曜日にかかわらず、(お客さまの指定された事業所単位
のグループの）市外のダイヤル通話料、ＩＮＳ通話・通信料を17％割引するサービス。

テレワイズワイド21
12,000円

（13,200円）
月々12,000円の定額料のお支払いで、通話・通信された時間帯・曜日にかかわらず、(お客さまの指定された事業所単
位のグループの）市外のダイヤル通話料、ＩＮＳ通話・通信料を17％割引するサービス。

スーパーテレワイズ20
300,000円

（330,000円）
月々300,000円の定額料のお支払いで、通話・通信された時間帯・曜日にかかわらず、(お客さまの指定された企業単位
のグループの）市外のダイヤル通話料、ＩＮＳ通話・通信料を20％割引するサービス。

スーパーテレワイズ25
600,000円

（660,000円）
月々600,000円の定額料のお支払いで、通話・通信された時間帯・曜日にかかわらず、(お客さまの指定された企業単位
のグループの）市外のダイヤル通話料、ＩＮＳ通話・通信料を25％割引するサービス。

プラチナ・ライン 無料

プラチナ・ライン（0800つき） 無料

プラチナ・ライン＆世界割 無料

プラチナ・ライン&世界割（0800つき） 無料

テレワイズ

プラチナ･ライン（単回線）

NTT東西会社が提供するマイラインサービスにおいて、市内、県内市外、県間、国際の全ての区分にて、NTTコミュニ
ケーションズの「マイラインプラス」を登録している場合、距離、時間帯・曜日にかかわらず、市内通話/通信および県内
市外通話/通信は7.5円/2分、県間通話/通信は14.5円/2分、0033モバイル（固定⇒携帯）通話は16円/1分の料金を適
用。国際通話は国際ダイヤル通話料の1か月分の合計金額を40％割引。
0800付は事前に登録した最大3つの携帯番号からの通話を割引する。対象通話はプラチナ･ラインの通話料金に含め
て請求。
※2015年10月1日に現在の料金に料金改定

市内、県内市外、県間通話においてはプラチナ・ラインの割引を適用し、国際通話において独自の割引料金を適用。
世界割の適用についてはプラチナライン（単回線）の契約が必須。
0800付は事前に登録した最大3つの携帯番号からの通話を割引する。対象通話はプラチナ･ラインの通話料金に含め
て請求。
※2015年10月1日に現在の料金に料金改定

サービス概要

テレチョイス

テレジョーズ

国内電話/国際電話割引サービス一覧

サービス名称
月額定額料

（税込）
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サービス概要サービス名称
月額定額料

（税込）

プラチナ・ライン 無料

プラチナ・ライン（0800つき） 無料

プラチナ・ライン＆世界割 無料

プラチナ・ライン&世界割（0800つき） 無料

　シャベリッチ

200円
（220円）

(県間MP登録にて
無料）

月々200円の定額料で、時間帯に関わらず、お客様が選ばれた2つの県外電話番号への
通話／通信料金が、40％割引。土日祝は+5％。更に選んだ県外電話番号もシャベリッチに加入している場合+5％。
長期利用割引（3年以上ご利用で+5％）及びコーレージ実績割引（一定のご利用額を超える場合で+1％）も適用可能。
国際電話（0033使用時）においても月に1,000円以上ご利用の場合、30％割引。

シャベリッチプラス

300円
（330円）

(県間MP登録にて
無料）

「シャベリッチ」に携帯電話への通話料金の割引をプラスしたサービス。
事前に登録した3つまでの携帯電話と自宅間の通話が3分70円になる。

シャベリッチ・ワイド

マイライン通話区分「県外への通話」「国際通話」の2区分をマイラインプラスでNTTComに登録し、かつ本サービスにお
申し込みいただければ、お客様が選ばれた3つの県外電話番号への通話が平日は40％、土・日・祝日は45％割引にな
るサービス。更に選んだ県外電話番号もシャベリッチに加入している場合+10％。国際電話は月に1,000円以上ご利用
の場合、45％の割引を適用。長期利用割引（3年以上ご利用で+5％）は県外、国際通話に適用可能。

シャベリッチ・ワイドプラス
「シャベリッチ・ワイド」に携帯電話への通話料金の割引をプラスしたサービス。
事前に登録した3つまでの携帯電話と自宅間の通話が3分70円になる。

シャベリッチ・スーパー
月額定額料300円で、事前に登録した2つまでの県外電話番号への通話が、一律14.8円/3分に割引。
登録外の県外電話番号への通話も20円/3分に割引。国際通話も40％割引。

シャベリッチ・スーパー（0800つき）
「シャベリッチ・スーパー」に携帯電話への通話料金の割引をプラスしたサービス。
事前に登録した3つまでの携帯電話と自宅間の通話が3分70円になる。

OCNシャベリッチ

100円
（110円）

(県間MP登録にて
無料）

OCNと電話割引サービス「シャベリッチ」をセットにしたサービス。割引率に変更なし。
「OCNシャベリッチ」加入の場合、シャベリッチの定額料200円が100円。更に県外区分のマイラインプラスにComを登録
すると無料になる。

OCNシャベリッチプラス

200円
（220円）

(県間MP登録にて
無料）

「OCNシャベリッチ」に携帯電話への通話料金の割引をプラスしたサービス。
事前に登録した3つまでの携帯電話と自宅間の通話が3分70円になる。

　ホーム・オフィス割引 無料
通話された時間帯・曜日に関わらず、県外への通話／通信料金と国際電話0033の通話料金の合計が2,000円／月以
上で一律25％OFF。長期利用割引（3年以上ご利用で+5％）及びコーレージ実績割引（一定のご利用額を超える場合で
+1％）も適用可能。月額定額料、初期登録手数料は不要。

ホーム・オフィス割引プラス 無料
「ホームオフィス割引」に携帯電話への通話料金の割引をプラスしたサービス。
事前に登録した３つまでの携帯電話と自宅間の通話が3分70円になる。

　ホーム・オフィス割引2 無料
通話された時間帯・曜日に関わらず、県間および県外への通話／通信料金と国際電話0033の通話料金の合計が2,000
円／月以上で一律25％OFF。長期利用割引（3年以上ご利用で+5％）及びコーレージ実績割引（一定のご利用額を超え
る場合で+1％）も適用可能。月額定額料、初期登録手数料は不要。

ホーム・オフィス割引プラス2 無料
「ホームオフィス割引２」に携帯電話から固定の通話料金の割引をプラスしたサービス。
事前に登録した３つまでの携帯電話と自宅間の通話が3分70円になる。

OCNホームパック 無料

1か月の県外市外通話/通信料金と国際電話0033の通話料金が合計2,000円以上の場合、曜日・時間帯にかかわらず
一律30％割引。
また、ＯＣＮダイヤルアクセスの月額基本料金内での接続可能時間が30％延長、月額基本料金超過利用料金を30％割
引。更に長期利用割引（3年以上ご利用で+5％）適用可能。

OCNホームパックプラス

100円
（110円）

（県間MP登録にて
無料）

「OCNホームパック」に携帯電話への通話料金の割引をプラスしたサービス。
事前に登録した3つまでの携帯電話と自宅間の通話が3分70円になる。

OCNホームパック２ 無料

1か月の県外市外通話/通信料金と国際電話0033の通話料金が合計2,000円以上の場合、曜日・時間帯にかかわらず
一律30％割引。
また、ＯＣＮダイヤルアクセスの月額基本料金内での接続可能時間が30％延長、月額基本料金超過利用料金を30％割
引。更に長期利用割引（3年以上ご利用で+5％）適用可能。

OCNホームパック２プラス

100円
（110円）

（県間MP登録にて
無料）

「OCNホームパック」に携帯電話への通話料金の割引をプラスしたサービス。
事前に登録した3つまでの携帯電話と自宅間の通話が3分70円になる。

コミュニケーションズ・チョイス
（シャベリッチプラン）

300円
（330円）

（県間MP登録にて
無料）

事前に登録した最大３つまでの携帯電話間の「携帯電話⇒固定電話（0800番号を使用）」と「固定電話⇒携帯電話（060
番号を使用）」の通話料が安くなるサービス。一般通話については「シャベリッチ」の料金が適用される。
月額定額料は300円だが、県外への市外通話・国際通話に使用できる同額の通話クーポンも提供。

ホームオフィス割引

シャベリッチ

無料
（県間国際MP登録

必須）

300円
（330円）

（県間MP登録にて
100円（110円））

プラチナ･ライン（複数回線）

NTT東西会社が提供するマイラインサービスにおいて、市内、県内市外、県間、国際の全ての区分にて、NTTコミュニ
ケーションズの「マイラインプラス」を登録している場合、距離、時間帯・曜日にかかわらず、市内通話/通信および県内
市外通話/通信は7.5円/2分、県間通話/通信は14.5円/2分、0033モバイル（固定⇒携帯）通話は16円/1分の料金を適
用。国際通話は国際ダイヤル通話料の1か月分の合計金額を40％割引。
※2015年10月1日に現在の料金に料金改定

市内、県内市外、県間通話においてはプラチナラインの割引を適用し、国際通話において独自の割引料金を適用。
世界割の適用についてはプラチナライン（単回線）の契約が必須。
※2015年10月1日に現在の料金に料金改定
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サービス概要サービス名称
月額定額料

（税込）

コミュニケーションズ・チョイス
（OCNシャベリッチプラン）

300円
（330円）

（県間MP登録にて
無料）

事前に登録した最大３つまでの携帯電話間の「携帯電話⇒固定電話（0800番号を使用）」と「固定電話⇒携帯電話（060
番号を使用）」の通話料が安くなるサービス。一般通話については「OCNシャベリッチプラン」の料金が適用される。
月額定額料は300円だが、県外への市外通話・国際通話に使用できる同額の通話クーポンも提供。

コミュニケーションズ・チョイス
（ホーム・オフィス割引プラン）

300円
（330円）

（県間MP登録にて
無料）

事前に登録した最大３つまでの携帯電話間の「携帯電話⇒固定電話（0800番号を使用）」と「固定電話⇒携帯電話（060
番号を使用）」の通話料が安くなるサービス。一般通話については「ホーム・オフィス割引プラン」の料金が適用される。
月額定額料は300円だが、県外への市外通話・国際通話に使用できる同額の通話クーポンも提供。

コミュニケーションズ・チョイス
（OCNホームパックプラン）

300円
（330円）

（県間MP登録にて
無料）

事前に登録した最大３つまでの携帯電話間の「携帯電話⇒固定電話（0800番号を使用）」と「固定電話⇒携帯電話（060
番号を使用）」の通話料が安くなるサービス。
一般通話については「OCNホームパックプラン」の料金が適用される。月額定額料は300円だが、県外への市外通話・
国際通話に使用できる同額の通話クーポンも提供。

　ビジネス割引タイプ1 無料

全国の企業グループ単位に、県外・国際通話をご利用額に応じて割引く月極割引サービス（10,000～30,000円は26％、
30,000～200,000円は28％、200,000円以上は30％）と、携帯電話への発着信を安価にするモバイルサービス機能（固定
⇒携帯電話　49.5円/3分、携帯電話⇒固定　70円/3分）を提供。更に長期利用割引（3年以上ご利用で+5％）とマイライ
ンプラスにComを登録時に＋5％の割引。月額定額料、初期登録手数料は不要。

　ビジネス割引タイプ2 無料

全国の企業グループ単位に、市外・国際通話及びフリーダイヤル通話（市外・携帯ＰＨＳ発）をご利用額に応じて割引く
月極割引サービス（10,000～30,000円は26％、30,000～200,000円は28％、200,000円以上は30％）と、携帯電話への発
着信を安価にするモバイルサービス機能（固定⇒携帯電話　49.5円/3分、携帯電話⇒固定　70円/3分）を提供。
更に長期利用割引（3年以上ご利用で+5％）とマイラインプラスにComを登録時に＋5％の割引。月額定額料、初期登録
手数料は不要。

V2プラン（県内均一） 無料
「ビジネス割引タイプ2」に新たに県内区分をプラチナラインと同料金（8円/3分）にしたプラン。
適用にはマイラインプラスの4区分のComへの登録と申込書による個別契約が必要。

V2プラン（市内均一） 無料
「ビジネス割引タイプ2」に新たに市内区分のみをプラチナラインと同料金（8円/3分）にしたプラン。
適用にはマイラインプラスの4区分のComへの登録と申込書による個別契約が必要。

　FL@T　ONE ライト　プラン1
10,000円

（11,000円）
月額定額料10,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず1800分までかけ放題。超過分に
ついては8円／分。国際通話については、40％割引。

　FL@T　ONE ライト　プラン2
30,000円

（33,000円）
月額定額料30,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず5400分までかけ放題。超過分に
ついては8円／分。国際通話については、40％割引。

　FL@T　ONE ライト　8万円プラン
80,000円

（88,000円）
月額定額料80,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず14400分までかけ放題。超過分
については8円／分。国際通話については、40％割引。

　FL@T　ONE ライト　15万円プラン
150,000円

（165,000円）
月額定額料150,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず27000分までかけ放題。超過分
については8円／分。国際通話については、40％割引。

　FL@T　ONE ライト　20万円プラン
200,000円

（220,000円）
月額定額料200,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず36000分までかけ放題。超過分
については8円／分。国際通話については、40％割引。

　FL@T　ONE ライト　30万円プラン
300,000円

（330,000円）
月額定額料300,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず54000分までかけ放題。超過分
については8円／分。国際通話については、40％割引。

　FL@T　ONE ライト　V1　1万円プラン
9,000円

（9,900円）
月額定額料9,000円のお支払いで、県内市外、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず1800分までかけ放
題。超過分については7.2円／分。国際通話については、50％割引。市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。最低
利用期間3年。

　FL@T　ONE ライト　V1　3万円プラン
27,000円

（29,700円）

月額定額料27,000円のお支払いで、県内市外、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず5400分までかけ放
題。超過分については7.2円／分。国際通話については、50％割引。市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。最低
利用期間3年。

　FL@T　ONE ライトV1　8万円プラン
72,000円

（79,200円）

月額定額料72,000円のお支払いで、県内市外、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず14400分までかけ放
題。超過分については7.2円／分。国際通話については、50％割引。市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。最低
利用期間3年。

　FL@T　ONE ライトV1　15万円プラン
135,000円

（148,500円）

月額定額料135,000円のお支払いで、県内市外、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず27000分までかけ放
題。超過分については7.2円／分。国際通話については、50％割引。市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。最低
利用期間3年。

　FL@T　ONE ライトV1　20万円プラン
180,000円

（198,000円）

月額定額料180,000円のお支払いで、県内市外、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず36000分までかけ放
題。超過分については7.2円／分。国際通話については、50％割引。市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。最低
利用期間3年。

　FL@T　ONE ライトV1　30万円プラン
270,000円

（297,000円）

月額定額料270,000円のお支払いで、県内市外、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず54000分までかけ放
題。超過分については7.2円／分。国際通話については、50％割引。市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。最低
利用期間3年。

FL@T ONE ライトV2 2,000円プラン
1,800円

（1,980円）

月額定額料1,800円のお支払いで、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず360分までかけ放題。超過分につ
いては7.2円／分。国際通話については、50％割引。
市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。市内、県内市外については8円/3分。

コミュニケーションズ・チョイス

　ビジネス割引
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サービス概要サービス名称
月額定額料

（税込）

FL@T ONE ライトV2 5,000円プラン
4,500円

（4,950円）

月額定額料4,500円のお支払いで、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず900分までかけ放題。超過分につ
いては7.2円／分。国際通話については、50％割引。
市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。市内、県内市外については8円/3分。

　FL@T　ONE ライト　V2　1万円プラン
9,000円

（9,900円）

月額定額料9,000円のお支払いで、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず1800分までかけ放題。超過分に
ついては7.2円／分。国際通話については、50％割引。
市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。市内、県内市外については8円/3分。

　FL@T　ONE ライト　V2　3万円プラン
27,000円

（29,700円）

月額定額料27,000円のお支払いで、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず5400分までかけ放題。超過分に
ついては7.2円／分。国際通話については、50％割引。
市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。市内、県内市外については8円/3分。

　FL@T　ONE ライトV2　8万円プラン
72,000円

（79,200円）

月額定額料72,000円のお支払いで、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず14400分までかけ放題。超過分
については7.2円／分。国際通話については、50％割引。
市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。市内、県内市外については8円/3分。

　FL@T　ONE ライトV2　15万円プラン
135,000円

（148,500円）

月額定額料135,000円のお支払いで、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず27000分までかけ放題。超過分
については7.2円／分。国際通話については、50％割引。
市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。市内、県内市外については8円/3分。

　FL@T　ONE ライトV2　20万円プラン
180,000円

（198,000円）

月額定額料180,000円のお支払いで、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず36000分までかけ放題。超過分
については7.2円／分。国際通話については、50％割引。
市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。市内、県内市外については8円/3分。

　FL@T　ONE ライトV2　30万円プラン
270,000円

（297,000円）

月額定額料270,000円のお支払いで、県間通話については距離段階・時間帯に関わらず54000分までかけ放題。超過分
については7.2円／分。国際通話については、50％割引。
市内、県内市外、県間、国際のMP登録必須。市内、県内市外については8円/3分。

　FL@T　ONE ワイド　プラン1
15,000円

(16,500円）

月額定額料15,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず2700分までかけ放題。超過分に
ついては8円／分。
また、ご指定いただいた携帯電話10台（発信・着信別）とお客さまのご契約いただいた事業所の加入電話との間の通話
を70円／3分（平日昼間）にて提供する機能あり。

　FL@T　ONE ワイド　プラン2
50,000円

(55,000円）

月額定額料50,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず9000分までかけ放題。超過分に
ついては8円／分。
また、ご指定いただいた携帯電話10台（発信・着信別）とお客さまのご契約いただいた事業所の加入電話との間の通話
を70円／3分（平日昼間）にて提供する機能あり。

　FL@T　ONE ワイド　プラン3
30,000円

（33,000円）

月額定額料30,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず5400分までかけ放題。超過分に
ついては8円／分。
また、ご指定いただいた携帯電話10台（発信・着信別）とお客さまのご契約いただいた事業所の加入電話との間の通話
を70円／3分（平日昼間）にて提供する機能あり。

　FL@T　ONE ワイド　10万円
100,000円

(110,000円）

月額定額料100,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず18000分までかけ放題。超過分
については8円／分。
また、ご指定いただいた携帯電話10台（発信・着信別）とお客さまのご契約いただいた事業所の加入電話との間の通話
を70円／3分（平日昼間）にて提供する機能あり。

　FL@T　ONE ワイド　20万円
200,000円

（220,000円）

月額定額料200,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず36000分までかけ放題。超過分
については8円／分。
また、ご指定いただいた携帯電話10台（発信・着信別）とお客さまのご契約いただいた事業所の加入電話との間の通話
を70円／3分（平日昼間）にて提供する機能あり。

　FL@T　ONE ワイド　30万円
300,000円

（330,000円）

月額定額料300,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず54000分までかけ放題。超過分
については8円／分。
また、ご指定いただいた携帯電話10台（発信・着信別）とお客さまのご契約いただいた事業所の加入電話との間の通話
を70円／3分（平日昼間）にて提供する機能あり。

　FL@T　ONE ワイド　50万円
500,000円

(550,000円）

月額定額料500,000円のお支払いで、市外電話については距離段階・時間帯に関わらず90000分までかけ放題。超過分
については8円／分。
また、ご指定いただいた携帯電話10台（発信・着信別）とお客さまのご契約いただいた事業所の加入電話との間の通話
を70円／3分（平日昼間）にて提供する機能あり。

　国際セレクトーク 　国際セレクトーク 無料
海外の特定の2電話番ぐおへの通話料金を割り引く個人向け国際電話月極割引サービス
特定の2電話番号への通話を50%（土日祝日は55%）割り引く

　国際ホームディスカウント （固定電話発） 無料
料金の割安な深夜・早朝時間帯を平日：19:00～翌10:00、土日祝：終日へ拡大
さらに月刊の国際ダイヤル通話料の合計が1,000以上になると、昼間は20%引き、深夜・早朝は30%引き

タイプⅤ 無料

大規模ユーザ向け国際電話通話利用金月極割引サービス
お客さまに予め契約期間と月間ご利用額をお約束いただく
割引率：8%～42%（マイライン優遇割引を加算で最大50%）
通常料金表ではなく、別タリフ適用。※約定額の1/2以上が特定10対地向けの通話・通信であることを申告した場合は
40%以上割引いたパターン化タリフを適用（最大70%割引相当）

　0033SAMURAIモバイル 　0033SAMURAIモバイル 無料 携帯・PHSから世界各国へお得な国際電話0033がかけられる割引サービスです。

無料 海外のISDN端末との間で、64kbsのディジタル通信を可能とするサービス

無料
海外からあらかじめ指定した日本の電話番号を着信する国際ダイヤル通話の通話料金を国際着信課金番号を利用す
ることにより着信者払いにする「国際着信課金サービス」

無料
日本から海外の特定の電話番号への国際通話料金をあらかじめ登録したお客さま（国内企業等）に一括して請求する
「国際第三者課金サービス」

無料 お客さまが指定した内線番号を使って国際電話がかけられる仮想内線網サービス

無料 利用部署ごとにアカウントコードを付与し、利用部署（発信番号）の国際電話料金を管理する「明細集計サービス」

無料
通話終了後、その通話先の対地名（国名）、電話番号、通話料金及び通話時間を、折り返し自動音声でお知らせする
サービス

　第二種国際フリーダイヤル

　国際メンバーズネット

アカウント明細

　料金即知サービス

　国際コーポレートディスカウント

　国際フリーダイヤル

　国際ＩＳＤＮ

　FL@T　ONE
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