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東日本電信電話株式会社における次世代ネットワーク（ＮＧＮ） 

商用サービス「フレッツ 光ネクスト」等の提供開始について 

 

 

当社子会社である東日本電信電話株式会社は、次世代ネットワーク（ＮＧＮ）商用サー

ビス「フレッツ 光ネクスト」の提供開始について公表いたしましたので、別紙の通りお知

らせいたします。 

 

 

 

 

<本件に関する問合せ先> 

  日本電信電話株式会社 

ＩＲ室  

入戸野、荒木 

    TEL：03-5205-5581 

    FAX：03-5205-5589 

会社名     日本電信電話株式会社 

代表者氏名   代表取締役社長 三浦 惺 

（コード番号９４３２ 東京・大阪・名古屋 

  第一部及び福岡・札幌の各証券取引所） 



平成２０年３月２８日

１．新たに提供するサービス

（１）光ブロードバンドサービス

・「フレッツ 光ネクスト」 （詳細は【別紙１】参照）

（２）ひかり電話サービス

・「ひかり電話」「ひかり電話オフィスタイプ」 （詳細は【別紙２】参照）

（３）セキュリティ対策サービス
・「フレッツ・ウイルスクリアv6」 （詳細は【別紙３】参照）

（４）法人のお客様等向けサービス
・「ビジネスイーサ ワイド」 （詳細は【別紙４】参照）
・「フレッツ・VPNゲート」 （詳細は【別紙５】参照）

（５）コンテンツプロバイダ様等向けサービス

・「フレッツ・キャスト」 （詳細は【別紙６】参照）

・「地上デジタル放送IP再送信事業者向けサービス」 （詳細は【別紙７】参照）

次世代ネットワーク（ＮＧＮ）商用サービス「フレッツ 光ネクスト」等の提供開始について

■NTT東日本は、次世代ネットワーク（以下、NGN）を活用し、これまでのベストエフォート型IP通

信に加え、帯域確保型アプリケーションサービスがご利用可能な、新たな光ブロードバンド

サービス「フレッツ 光ネクスト」等の提供を開始します。

■広域イーサネットサービスについては、これまで県内通信のみを提供してまいりましたが、新

たに県内・県間をフルサポートした新イーサネット通信サービス「ビジネスイーサ ワイド」を提供

します。

■これらのサービスにより、今後も更に多様化するお客様のご要望に幅広くお応えし、より多く

のお客様に光ブロードバンドサービスを、より安心して、より便利にご利用いただきたいと考え

ています。



３．「ＦＬＥＴ’Ｓ バッチリお得キャンペーン」の適用等

２．提供開始日等
平成２０年３月３１日（月）午前９：００より申し込み受付けを開始し、サービスを提供します。

平成２０年３月３１日（月）からの申し込み受付について、「ＦＬＥＴ’Ｓ バッチリお得キャン
ペーン」等を適用します。（詳細は【別紙８】参照）

４．ネットワークのオープン化

ＮＧＮをご利用いただく際のインタフェース条件等の接続条件については【別紙９】を参照くだ
さい。

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

＊ 別紙における料金表には、サービスおよび工事ごとの消費税込みの総額を表示していますが、複数のサービスをご利用のお客様、複数の工事
を同時に行なったお客様については、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。

NTT東日本 コンシューマ事業推進本部
ブロードバンドサービス部

TEL ： ０３－５３５９－９６６５
E-mail ： if-support@ml.east.ntt.co.jp

NTT東日本 ビジネスユーザ事業推進本部
ネットワークソリューション部

（サービス全般） TEL ： ０３－６８１０－６０６１
（技術面） TEL ： ０３－６８１０－６０６２

E-mail ：ethernet@ml.bch.east.ntt.co.jp

NTT東日本 相互接続推進部

TEL ： ０３－５３５９－９５６０
E-mail ： open@ml.east.ntt.co.jp

【② ビジネスイーサ ワイドに関して】

【③ 相互接続インタフェース（NNI）に関して】

【① フレッツ 光ネクスト等に関して（下記②③以外の件）】



「フレッツ 光ネクスト」の提供

【別紙１】

１．サービスの概要

○加入者光ファイバを利用し、ＮＴＴ東日本のNGNを介してお客様がご契約するインターネットサービス
プロバイダ様（以下、ＩＳＰ事業者様）等へ接続する機能に加え、高音質電話、広帯域テレビ電話（SD品
質相当：標準テレビクラス）のテレビ電話、コンテンツプロバイダ様と連携した映像配信、地上デジタル
放送IP再送信等を提供するサービスです。
○戸建向けの「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」と、集合住宅向けの「フレッツ 光ネクスト マンション
タイプ」の２種類を提供します。
○加入者光ファイバ区間を複数のお客様にて共用し、最大１００Ｍｂｐｓ※1-1で接続するサービスです。

ファミリータイプファミリータイプ

光配線
方式

ひかり電話
対応機器

ひかり電話
対応機器

ひかり電話
対応機器

VDSL
宅内装置

VDSL
宅内装置

VDSL
方式

VDSL集合装置

LAN配線
方式

ひかり電話
対応機器

マンションタイプマンションタイプ

プラン1・プラン2

ミニ

回線終端装置

回線終端
装置

回線終端
装置

回線終端装置
回線終端装置 回線終端装置

加入者光ファイバ
<最大1Gbps＞※1-1

最大１００Mbps※1-1 最大１００Mbps※1-1

フレッツ 光ネクストフレッツ 光ネクスト

N G N

インターネット

ISP事業者様

ISP事業者様

コンテンツ
プロバイダ様

再送信
事業者様

法人
のお客様

※1-1 最大１Ｇｂｐｓ及び最大１００Ｍｂｐｓとは技術規格上の最大値です。実使用速度は、お客様のご利用環境や回線の混雑状況に
よって低下する場合があります。



２．提供料金

（１）「フレッツ 光ネクスト」

[１] 契約料 800円（税込：840円）

無料※1-6

※1-6 平成２０年５月３１日（土）までに新規でお申し込みいただき、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」は平成２０年８月３１日（日）までに、
「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」は平成２０年１１月３０日（日）までに開通された場合の代表的な工事に適用される金額であり、工
事の内容によっては別途工事費が発生する場合があります。なお、平成２０年６月以降お申し込みの場合の工事費については別途お知
らせします。

[２] 工事費

フレッツ 光ネクスト

マンションタイプ

ミニ※1-3
3,500円

（税込：3,675円）

－※1-2
900円

（税込：945円）

2,500円

（税込：2,625円）

光配線方式

プラン２※1-5

－
350円

（税込：367.5円）
VDSL方式

－※1-2
900円

（税込：945円）

2,900円

（税込：3,045円）

光配線方式

プラン１※1-4

－－LAN配線方式

－－LAN配線方式

－
350円

（税込：367.5円）
VDSL方式

－－LAN配線方式

－
350円

（税込：367.5円）
VDSL方式

200円※1-2

（税込：210円）

屋内配線

利用料

900円

（税込：945円）

回線終端装置

利用料または

機器利用料

月額利用料

4,100円

（税込：4,305円）

料金額

フレッツ 光ネクスト

ファミリータイプ

サービス名・メニュー

※1-2 集合住宅・ビル等の設備状況によっては、別途屋内配線利用料加算額800円(税込：840円)が料金に加算される場合があります。
※1-3 同一の集合住宅またはビル単位に６以上のご契約が見込まれる場合に提供します。
※1-4 同一の集合住宅またはビル単位に８以上のご契約が見込まれる場合に提供します。
※1-5 同一の集合住宅またはビル単位に１６以上のご契約を代表者から一括申し込みが可能な場合に提供します。
＊ インターネットをご利用する場合はISP事業者様のご契約及びご利用料金等が別途必要となります。
＊ 「フレッツ 光ネクスト」の基本機能として、「フレッツナンバー通知機能」を提供します。「フレッツナンバー通知機能」は、お客様の回線ごと
に付与する「お客さまID」を接続先（ISP事業者様等）に通知する機能です。「お客さまID」は、「フレッツ 光ネクスト」のお客様毎の固有の
文字列CAFから始まる13桁の文字列です。お申し込みいただいた際にお送りする「開通のご案内」に記載しています。

①月額利用料

②初期費用



４．お客様からのお申し込み、お問い合わせ先

３．提供地域
東京、神奈川、千葉、埼玉の各都県の一部エリアから提供を開始し、順次拡大していく予定です。
（詳細は【参考】「フレッツ 光ネクスト」の提供地域電話局番一覧を参照ください。）

（１） インターネットによるお申し込み、お問い合わせ
フレッツ公式ホームページ：http://flets.com/

（２） 電話によるお申し込み、お問い合わせ
電話番号：０１２０－１１６１１６
営業時間：午前９時～午後９時 土日・祝日も営業（年末年始１２月２９日～１月３日を除きます）

無料 （税込：0円）
フレッツ 光ネクスト
ファミリータイプ24時間出張修理

オプション※1-7

無料 （税込：0円）
フレッツ 光ネクスト
マンションタイプ

料金額区分

フレッツ 光ネクスト
マンションタイプ

フレッツ 光ネクスト
ファミリータイプ

2,000円 （税込：2,100円）

3,000円 （税込：3,150円）
24時間出張修理
オプション※1-7

料金額区分

（２）オプションサービス

①月額利用料

②初期費用

※1-7 ＮＴＴ東日本収容ビルからお客さま宅やお客さまビル共用部に設置したレンタル機器（回線終端装置、ＶＤＳＬ装置、ＩＰ電話対応装置等）
までの区間について、故障受付及び復旧対応を２４時間３６５日実施いたします。



【参考】

「フレッツ 光ネクスト」の提供地域局番一覧

54775475546354625461546054515450

55335531553055205500549554885479

57825781578057695739571555795564

57985796579557935792579157895783

62676266625062136212593759255799

64136409640864056301627062696268

67176716671467136711671064236422

672067196718

835834833832831830829

827826825824823822815814
048

さいたま市大宮区、中央区、浦和区、南
区

52935288526152525229522852275225

横浜市戸塚区、栄区、泉区 045

043

046

03

市外
局番

867866865864863862861860

881871870869

827826825824823822821820
横須賀市

829828

275274273272271213212211
千葉市花見川区、稲毛区、美浜区

351350310299298※1-8297296276

52063740370635993570352935283527

35203513347434733472347134583450

53335332533153305309530853045302

52245223522252215220521952185208

53895388538653715365535953585354

53535352535153505348533853375334

54495448544754265424542354215420

3444

3427

3375

3367

3320

3280

3227

3211

3449344834473446344534433442

3441344034393429342834263425

3420337933783377337633743373

3372337133703369336833663365

3364336333623361336032993287

3286328532843283328232693268

3267326632603240323532183217

3216321532143213321232103201

千代田区、中央区、港区、新宿区

文京区、江東区、品川区、目黒区

世田谷区、渋谷区、中野区

市内局番市区名

※1-8 298-1000～4999が提供地域になります。

「フレッツ 光ネクスト」は、下表の市区の加入電話およびINSネットの市外・市内局番において提供を開始します。
なお、提供地域であっても、弊社の設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用
いただけない場合があります。



「ひかり電話」「ひかり電話オフィスタイプ」の提供

【別紙２】

○「フレッツ 光ネクスト」をご契約のお客様にご利用いただく「ひかり電話」では、「Ｂフレッツ」で提供している
「ひかり電話」のサービスに加え、よりクリアな音声の高音質電話（7kHz）や高精細で自然な動きの広帯域テ
レビ電話（ＳＤ品質相当：標準テレビクラス）が、新たにご利用いただけます。

１．サービスの概要

電話網／他事業者様網

：高音質電話

：標準音質電話

ひかり電話
対応機器

ひかり電話
対応機器

ひかり電話
対応機器

高音質電話
対応電話機

高音質電話
対応電話機

高音質電話
対応電話機

ひかり電話
対応機器

携帯電話網

テレビ電話対応
携帯電話

ひかり電話
対応機器

公衆網ひかり電話
対応機器

：SD品質相当のテレビ電話

：標準品質テレビ電話

テレビ電話
対応端末

テレビ電話
対応端末

テレビ電話
対応端末

音声通話（標準音質・高音質）音声通話（標準音質・高音質）

テレビ電話（標準品質・SD品質相当）テレビ電話（標準品質・SD品質相当）

加入電話等

NGN（NTT西日本）

NGN（NTT東日本）

NGN（NTT西日本）

NGN（NTT東日本）

＊ 平成20年3月現在、
ＮＴＴドコモのFOMAが
対応しています。

携帯電話網

携帯電話

電話網／他事業者様網



15円／3分（税込：15.75円／3分）※2-8標準品質／ＳＤ品質相当のもの（帯域2.6Mbpsまでのもの）※2-6テレビ電話

高音質電話※2-6
8円／3分（税込：8.4円／3分）※2-7

標準音質電話
音声通話

料金額通話料区分

２．提供料金

（2）主な通話料

（３）初期費用

12,000円（税込：12,600円）※2-11ひかり電話オフィスタイプ

3,000円（税込：3,150円）※2-9※2-10ひかり電話

料金額サービス名

※2-9 平成２０年５月３１日（土）までに新規でお申し込みいただき、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」をお申込の場合は平成２０年８月３１日
（日）までに、「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」をお申し込みの場合は平成２０年１１月３０日（日）までに開通された際の代表的な工事
に適用される金額であり、工事の内容によっては別途工事費が発生する場合があります。

※2-10 内訳は、同番移行工事費2,000円（税込：2,100円）、加入電話等利用休止工事費1,000円（税込：1,050円）です。なお、工事の内容によって
工事費が異なる場合があります。

※2-11 内訳は、交換機等工事費1,000円（税込：1,050円）、機器工事費8,000円（税込：8,400円）、同番移行工事費2,000円（税込：2,100円） 、加入
電話等利用休止工事費1,000円（税込：1,050円）です。なお、工事の内容によって工事費が異なる場合があります。

※2-6 高音質電話、テレビ電話のご利用にはお申し込みと対応機器が必要です。（付加サービス利用料および工事費は無料）
高音質電話の接続先は、ＮＴＴ東西の「フレッツ 光ネクスト」において利用する「ひかり電話」および「ひかり電話オフィスタイプ」のみとなりま
す。その他の接続先との通話は標準音質となります。
テレビ電話の接続先は、ＮＴＴ東西の「フレッツ 光ネクスト」において利用する「ひかり電話」「ひかり電話オフィスタイプ」のみとなります。
また、 上記に加えテレビ電話（標準品質）はテレビ電話対応携帯電話（平成２０年３月現在、ＮＴＴドコモのＦＯＭＡが対応）も接続可能です。

※2-7 「ひかり電話」「加入電話」「INSネット」等への通話が対象です。携帯電話等への通話料については、「Ｂフレッツ」で提供している「ひかり電
話」「ひかり電話オフィスタイプ」と同額となります。

※2-8 「ひかり電話」への通話が対象です。また、携帯電話（標準品質）への通話料については、30円／60秒（税込：31.5円／60秒）となります。
また、テレビ電話のご利用において、帯域が2.6Mbpsを超える場合の料金は、100円／3分（税込：105円／3分）となります。

（1）月額利用料

※2-1 本サービスをご利用いただくには、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」または「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」のご契約が必要です。
また、本サービスに対応したひかり電話対応機器が必要となります。 （月額利用料は、 「Ｂフレッツ」で提供している「ひかり電話」「ひかり電
話オフィスタイプ」と同額です）。 「Ｂフレッツ」で提供している「ひかり電話」「ひかり電話オフィスタイプ」でご利用いただいているひかり電話
対応機器は、本サービスではご利用いただけない場合があります。
「Ｂフレッツ」で提供している「ひかり電話」「ひかり電話オフィスタイプ」と同様、「ナンバー・ディスプレイ」、「ボイスワープ」等の付加サービス
をご利用いただけます。 （「フリーアクセス･ひかりワイド」および「特定番号通知機能」については、準備が整い次第提供予定）
なお、 「フレッツ 光ネクスト」において「ひかり電話」「ひかり電話オフィスタイプ」をご利用いただく際、 「複数チャネル」の月額利用料（１チャ
ネルあたり）は「ひかり電話」においては月額200円（税込：210円）、「ひかり電話オフィスタイプ」においては400円（税込：420円）となります。

※2-2 「ナンバー・ディスプレイ」等6つの付加サービスと480円（税込：504円）分の通話料がセットになったプランです。
※2-3 4,800円（税込：5,040円）分の通話料が含まれたプランです。
※2-4 1,280円（税込：1,344円）分の通話料が含まれたプランです。
※2-5 「フレッツ 光ネクスト」で「ひかり電話オフィスタイプ」をご利用の場合、「ひかり電話拡張オプション」は不要です。

1,300円（税込：1,365円）

３チャネル、１電話番号のご利用が可能な光ＩＰ
電話サービス
（付加サービスのご利用により最大で８チャネ
ル、３２電話番号までご利用いただけます）

ひかり電話

オフィスタイプ
※2-1※2-5

500円（税込：525円）基本プラン

1,400円（税込：1,470円）安心プラン※2-4

3,900円（税込：4,095円）もっと安心プラン※2-3

1,500円（税込：1,575円）ひかり電話Ａ（エース）※2-2

１チャネル、１電話番号のご利用が可能な光ＩＰ
電話サービス
（付加サービスのご利用により最大で２チャネ
ル、５電話番号までご利用いただけます）

ひかり電話※2-1

料金額概要サービス名

３．提供地域

「フレッツ 光ネクスト」の提供地域に準じます。

４．お客様からのお申し込み、お問い合わせ先

（１） インターネットによるお申し込み、お問い合わせ
フレッツ公式ホームページ：http://flets.com/

（２） 電話によるお申し込み、お問い合わせ
電話番号：０１２０－１１６１１６
営業時間：午前９時～午後９時 土日・祝日も営業（年末年始１２月２９日～１月３日を除きます）



「フレッツ・ウイルスクリアv6」の提供

【別紙３】

１．サービスの概要

○「フレッツ・ウイルスクリアv6」は、「フレッツ 光ネクスト」をご利用のお客様のための総合セキュリティ
対策サービスです。
○フレッツ・ウイルスクリアv6専用サーバから、最新のセキュリティ対策ファイルを提供することで、お客
様のパソコンをウイルス、不正アクセス、スパイウェア、フィッシング詐欺等のインターネット上の様々
な脅威から守ります。

NGN

フレッツ・ウイルスクリアv6
専用サーバ

セキュリティ対策ファイル更新セキュリティ対策ファイル更新

フレッツ・ウイルスクリアv6フレッツ・ウイルスクリアv6

･････
･････
･････

･････
･････
･････

･････
･････
･････

･････
･････
･････

･････
･････
･････

･････
･････
･････

･････
･････
･････

･････
･････
･････

パソコン上での
危険を回避

＜ネットセキュリティリスク＞

フィッシング詐欺

ウイルス

スパイウェア

不正アクセス

個人情報漏洩

無線ＬＡＮ侵入

迷惑/詐欺メール

有害サイト表示



４．お客様からのお申し込み、お問い合わせ先

（１） インターネットによるお申し込み、お問い合わせ
フレッツ公式ホームページ：http://flets.com/

（２） 電話によるお申し込み、お問い合わせ
電話番号：０１２０－１１６１１６
営業時間：午前９時～午後９時 土日・祝日も営業（年末年始１２月２９日～１月３日を除きます）

区分

加算額（追加契約）
[パソコン4台目以降、1台ごとに※3-1]

基本額（基本契約）
[１契約でパソコン3台まで]

150円 （税込：157.5円）

400円 （税込：420円）
フレッツ・ウイルス
クリアv6

月額利用料サービス名

２．提供料金

３．提供地域

「フレッツ 光ネクスト」の提供地域に準じます。

※3-1 「フレッツ・ウイルスクリアv6」利用可能端末台数は、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」、「フレッツ 光ネクスト マンションタイ
プ」とも20台以下になります。



「ビジネスイーサ ワイド」の提供

【別紙４】

※4-1 監視用フレームによる疎通確認技術
※4-2 論理的にネットワークを分割して、お客様ごとの閉域ネットワークを構築する技術
※4-3 お申し込み時にご指定いただく相互に通信可能な契約者回線のグループ

２．提供料金

詳細は【別紙４－１】を参照ください。

１．サービスの概要

○本サービスは、ギャランティ通信品質の新イーサネット通信サービスを、県内・県間フルサポートで
提供します。

○イーサＯＡＭ技術※4-1の採用により、お客様ごとの回線監視を行い、故障発生の際には、当社からお客
様へ通知する機能を具備しており、高品質・高信頼性のネットワークを安心してご利用いただけます。

○アクセス回線品目は、１Mbps、１０Mbps、１００Mbps、１Gbpsのシンプルな品目体系です。

○同一エリア内にお客様の拠点が多いほど、1回線あたりの回線単価が割安となる料金体系です。

○高品質・高信頼性と万全のセキュリティを確保しています。

・お客様ごとにＶＬＡＮ※4-2を設定して万全のセキュリティを実現しているため、外部からの不正アクセス等

を防ぎます。

・万一故障が発生しても自動的に迂回路へ切り替える中継区間二重化構成をとっているため、信頼性の

高いネットワークを実現します。

・「故障回復時間」、「遅延時間」及び「稼働率」について、業界最高水準のＳＬＡ（サービス品質保証制

度）を設定しています。

○オプションサービスを豊富に用意しています。

・デュアルアクセス

アクセス回線及び回線終端装置をお客様宅内で分散設置し、アクセス区間の故障回避が可能です。

料金は、シングルアクセスを２回線ご契約いただくより大幅に軽減可能となります。 （予備アクセス回線

は、回線故障時にのみご利用可能となります）

・ＱｏＳ制御機能

お客様が指定した優先順位に従って、優先度の高いデータを伝送する機能です。

優先度は、従来サービスで提供していた３段階から、４段階に拡大しました。

・サブグループ設定機能

同一の通信グループ内※4-3において、通信の相手先を更に限定したサブグループを設定することが可

能な機能であり、設定したサブグループ毎にセキュリティを確保することができます。

・トラヒックレポート

回線単位、優先（QoS）クラス単位、サブグループ単位のトラヒック利用状況をWEB画面上で閲覧するこ

とが可能です。これにより、最適なネットワークの選択や設計が容易となります。

３．提供地域

東京都の一部エリアから提供開始し、順次拡大していく予定です。

４．お客様からのお申し込み、お問い合わせ先

お客様を担当する弊社営業担当、またはＮＴＴ東日本公式ホームページ内の「お問い合わせフォーム」

よりお問い合わせください。

ビジネスネットワークサービス公式ホームページ ： http://www.ntt-east.co.jp/ether/



（１）契約単位
通信グループごとに ： １契約

（２）月額料金

⑥回線終端装置利用料
「アクセス回線ごと」に必要

1M 1G

ビジネスイーサ
ワイド網
（ＭＡ内）

ビジネスイーサ ワイド網
（県内）

①中継設備利用料
「ＭＡごとに通信グループごと」に必要

ビジネスイーサ ワイド網
（県間）

協定事業者様網

ＭＡ2

④県間中継回線利用料
別の県等に通信先拠点がある場合、
「県等ごとに通信グループごと」に必要

③県内中継回線利用料
同一県内で別のＭＡ※4-4に通信先拠点がある
場合、「ＭＡごとに通信グループごと」に必要

10M・・・

ビジネスイーサ
ワイド網
（ＭＡ内）

ＭＡ1

⑤事業者間中継回線利用料
協定事業者様網に通信先拠点がある場合、
「通信グループごと」に必要

1M 1G10M・・・

②アクセス回線利用料
「アクセス回線ごと」に必要

①中継設備利用料

100,000円（税込：105,000円）アクセス品目の合計1Ｇbpsまでごとに

②アクセス回線利用料

250,000円（税込：262,500円）

60,000円（税込：63,000円）

38,000円（税込：39,900円）

30,000円（税込：31,500円）

デュアルアクセス

15,000円（税込：15,750円）1Ｍbps

23,000円（税込：24,150円）10Ｍbps

40,000円（税込：42,000円）100Ｍbps

215,000円（税込：225,750円）1Ｇbps

シングルアクセス品目

※4-4 ＮＴＴ東日本が設定する単位料金区域です（行政区域とは異なります）。単位料金区域に含まれる具体的な市町村名につい
ては、ＮＴＴ 東日本契約約款集の単位料金区域（ＭＡ）一覧をご参照ください。
URL：http://www.ntt-east.co.jp/tariff/

【別紙４－１】

「ビジネスイーサ ワイド」の提供料金



③県内中継回線利用料

80,000円（税込：84,000円）10Ｍbps

120,000円（税込：126,000円）100Ｍbps

100Ｍbpsごとに

120,000円（税込：126,000円）
200Ｍbps～ 1Ｇbps

料金額品目

④県間中継回線利用料

500,000円（税込：525,000円）50Ｍbps

400,000円（税込：420,000円）40Ｍbps

300,000円（税込：315,000円）30Ｍbps

120,000円（税込：126,000円）10Ｍbps

200,000円（税込：210,000円）20Ｍbps

料金額品目

2,100,000円（税込：2,205,000円）500Ｍbps

1,700,000円（税込：1,785,000円）400Ｍbps

1,300,000円（税込：1,365,000円）300Ｍbps

600,000円（税込：630,000円）100Ｍbps

900,000円（税込：945,000円）200Ｍbps

2,500,000円（税込：2,625,000円）1Ｇbps

料金額品目

⑤事業者間中継回線利用料

400,000円（税込：420,000円）50Ｍbps

300,000円（税込：315,000円）40Ｍbps

200,000円（税込：210,000円）30Ｍbps

80,000円（税込：84,000円）10Ｍbps

100,000円（税込：105,000円）20Ｍbps

料金額品目

900,000円（税込：945,000円）500Ｍbps

800,000円（税込：840,000円）400Ｍbps

700,000円（税込：735,000円）300Ｍbps

500,000円（税込：525,000円）100Ｍbps

600,000円（税込：630,000円）200Ｍbps

1,000,000円（税込：1,050,000円）1Ｇbps

料金額品目

⑥回線終端装置利用料

10,000円（税込：10,500円）

2,000円（税込：2,100円）

デュアルアクセス

1,000円（税込：1,050円）1Ｍbps・10Ｍbps・100Ｍbps

5,000円（税込：5,250円）1Ｇbps

シングルアクセス品目

（３）初期費用

①契約料

1契約ごとに ： 800円（税込：840円）

②工事費

工事の態様に応じて別途必要となります。

同一ＭＡ内通信での標準的な工事費の場合、デュアルアクセス1回線ごとに ： 53,200円（税込：55,860円）

⑦主なオプション利用料

サブグループごと※4-5

アクセス回線ごと

適用単位

5,000円（税込：5,250円）ＱｏＳ制御機能

1,000円（税込：1,050円）サブグループ設定機能

料金額オプションサービス

※4-5 1をこえる1のサブグループごとに適用します



「フレッツ・VPNゲート」の提供

【別紙５】

１．サービスの概要

○お客様のネットワークやサーバ等を「フレッツ・VPNゲート」契約者回線に接続することで、「フレッツ 光ネ
クスト」ご契約者様との間でセンタ-エンド型の通信を実現する新たなVPNサービスです。
○「フレッツ 光ネクスト」ご利用拠点と簡易にプライベートネットワークを構築可能なサービスで、通信事業
者様等をはじめとする法人のお客様にご活用いただけます。
○「フレッツ・VPNゲート」をより安心、安全にご利用いただくためのオプション機能として、「フレッツ 光ネク
スト」回線ごとに付与する「お客さまＩＤ※5-1」をお客様認証サーバに転送する「回線情報転送機能」を提供
いたします。
○「フレッツ 光ネクスト」ご契約者様間で簡易かつ安価にプライベートネットワークを構築可能な、「フレッ
ツ・VPN ワイド」も今後提供していく予定です。

選択
NGN

接続先を接続の都度

選択可能

接続先を接続の都度

選択可能

サービス提供ビル
収容エリア内

ＮＴＴ東日本ビル
ハウジングスペース

お客様ビル

「フレッツ 光ネクスト」ご契約のお客様

フレッツ・VPNゲートフレッツ・VPNゲート

局内接続タイプ※5-2局内接続タイプ※5-2 収容エリア内接続タイプ※5-3収容エリア内接続タイプ※5-3

サーバ等

※5-1 「フレッツ 光ネクスト」のお客様毎の固有の文字列CAFから始まる13桁の文字列です。お申し込みいただいた際にお送りする「開通の
ご案内」に記載しています。

※5-2 サービス提供ビル内のハウジングスペースにてお客様サーバ等と接続する形態です。
※5-3 サービス提供ビルの収容エリア内において、お客様ネットワーク等と接続する形態です。



２．提供料金

３．提供地域

ＮＴＴ東日本が指定する東京、神奈川、千葉、埼玉の収容ビルにて提供を開始し、順次拡大していく予定

です。なお、「フレッツ・VPNゲート」に接続可能なエリアについては、「フレッツ 光ネクスト」の提供地域に準

じます。

４．お客様からのお申し込み、お問い合わせ先

※5-4 収容エリア内接続タイプの場合は、20,000円（税込：21,000円）が加算されます。
＊ 上記メニューのご利用にあたっては、別途工事費が必要となります。
＊ 上記メニューのご利用にあたっては、提供料金の他にハウジングに係わる費用が別途必要となります。

お客様を担当する弊社営業担当、または下記メールアドレスへお問い合わせください。
E-mail ： gate@ml.east.ntt.co.jp

9,800円
（税込：10,290円）

加算１００Ｍｂｐｓ
ごと

9,800円
（税込：10,290円）

基本１００Ｍｂｐｓ

１Ｇメニュー

9,800円
（税込：10,290円）

１００Ｍメニュー

回線情報
転送機能

オプション
機能

366,000円
（税込：384,300円）

東日本エリア内

66,000円
（税込：69,300円）

県内
加算１００Ｍｂｐｓ
ごと

1,530,000円
（税込：1,606,500円）

東日本エリア内

550,000円
（税込：577,500円）

県内
基本１００Ｍｂｐｓ
（局内接続タイプ※5-4）

１Ｇ
メニュー

1,530,000円
（税込：1,606,500円）

東日本エリア内

550,000円
（税込：577,500円）

県内
１００Ｍメニュー
局内接続タイプ

基本機能

フレッツ・
VPNゲート

月額利用料メニューサービス名



「フレッツ・キャスト」の提供

【別紙６】

１．サービスの概要

※6-1 帯域確保型通信は、ユニキャスト通信のみご利用可能です。

指定した相手とユニキャスト通

信を行う機能

指定した相手とマルチキャスト

通信を行う機能

他の通信に影響を受けることなく、

コンテンツ配信できる機能

フレッツ・キャストフレッツ・キャスト

NGN

ベストエフォート型通信ベストエフォート型通信

ユニキャスト通信機能ユニキャスト通信機能 マルチキャスト通信機能マルチキャスト通信機能

帯域確保型通信帯域確保型通信

ユニキャスト通信機能ユニキャスト通信機能

○コンテンツプロバイダ様等の配信サーバをＮＧＮに接続し、映画・音楽等のコンテンツを「フレッツ 光ネ
クスト」をご契約のお客様にＩＰv6アドレスにより配信するコンテンツプロバイダ様向けサービスです。
○ベストエフォート型通信に加え、他の通信の影響を受けることなくコンテンツ配信を可能とする帯域確
保型通信※6-1も提供します。

＊帯域確保機能のご利用が必要

STB※6-2等

※6-2 STB（セット トップ ボックス）

配信
サーバ

配信
サーバ

配信
サーバ



事業者向けの料金を設定
（例）

3,000,000円＋
一定時間を越える通信につ

いて従量課金
（税込：3,150,000円+従量）

シングルクラス1Gbps帯域確保型

200円／配信回線数
（税込：210円）

マルチキャスト通信機能利用料※6-3

（加算額）

2,500,000円
（税込：2,625,000円）

1Gbps
マルチキャスト
通信機能利用料
（基本額）

5,600,000円
（税込：5,880,000円）

デュアルクラス

2,800,000円
（税込：2,940,000円）

シングルクラス

1Gbpsベストエフォート型

フレッツ・キャスト

月額利用料メニューサービス名

２．提供料金

※6-3 マルチキャスト通信機能利用料（加算額）については日割計算を行いません。
＊ 上記メニューのご利用にあたっては、別途契約料・工事費が必要となります。
＊ 上記メニューのご利用にあたっては、提供料金の他にハウジングに係わる費用が別途必要となります。

３．提供地域

ＮＴＴ東日本が指定する収容ビルにて提供します。なお、コンテンツ配信が可能なエリアについては、「フ

レッツ 光ネクスト」の提供地域に準じます。

４．コンテンツプロバイダ様等からのお申し込み、お問い合わせ先

200円 （税込：210円）帯域確保機能

月額利用料
帯域確保型通信利用における
「フレッツ 光ネクスト」の付加機能

＊ 上記機能のご利用にあたっては、「ひかり電話」（月額500円（税込：月額525円））および「ひかり電話」の「複数チャネル」（月額200円
（税込：月額2１0円）のご契約が当面必要となります。その間、帯域確保機能の月額利用料については適用しません。

＊ 上記機能のご利用にあたっては、別途工事費が必要となります。
＊ 「フレッツ 光ネクスト」の帯域確保機能は、「フレッツ・キャスト」における帯域確保型メニューご契約者様との間の通信に限り有効と
なる機能です。

（1）コンテンツプロバイダ様等向けの料金

（２）サービス提供を受けるお客様の付加料金

フレッツ公式ホームページ ： https://flets.com/inquiry/fletscast/form.html



【別紙７】

「地上デジタル放送IP再送信事業者向けサービス」の提供

１．サービスの概要

２．提供料金

３．提供地域

ＮＴＴ東日本が指定する収容ビルにて提供します。なお、再送信が可能なエリアについては、

「フレッツ 光ネクスト」の提供地域に準じます。

再送信事業者様向けの料金を設定
地上デジタル放送ＩＰ再送信事業者向け
サービス

月額利用料・初期費用サービス名

４．コンテンツプロバイダ様等からのお問い合わせ先

フレッツ公式ホームページ： https://flets.com/inquiry/ipcast/form.html

○地上デジタル放送IP再送信事業者様向けに、帯域確保機能を用いた「地上デジタル放送ＩＰ再

送信事業者向けサービス」を提供します。



【別紙８】

○「フレッツ 光ネクスト」につきましても、現在実施している「 FLET’S  バッチリお得キャンペーン」等
を適用します。（申込受付期間：平成２０年３月３１日（月）～平成２０年５月３１日（土））

（１）「 FLET’S  バッチリお得キャンペーン フレッツ 光ネクスト ２ヵ月無料、ＷＥＢ申込限定４ヵ月無料」 の実施

申込受付期間中に、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」を新規にお申し

込みいただいたお客様を対象に、月額利用料等の各利用料をご利用開始日から２ヵ月間無料、ＷＥＢ※8-1から新

規にお申し込みいただいたお客様限定で４ヵ月無料とする「ＦＬＥＴ’Ｓ バッチリお得キャンペーン」を実施します。

※8-1 対象となるＷＥＢサイト：フレッツ公式ホームページ（http://flets.com）またはweb116.jp（http://web116.jp）からの申込分を対象。

ご利用開始日から

２ヵ月間

ＷＥＢ申込の場合：４ヵ月間

無料適用期間

平成２０年３月３１日（月)

～

平成２０年５月３１日（土）

申込受付期間

申込受付期間中に

新規にお申し込みいただき、

平成２０年８月３１日（日）

までに開通したお客様

フレッツ 光ネクスト

ファミリータイプ

申込受付期間中に

新規にお申し込みいただき、

平成２０年１１月３０日（日）

までに開通したお客様

フレッツ 光ネクスト

マンションタイプ

適用対象※8-2

①無料適用期間および申込受付期間、適用対象

※8-2 「Ｂフレッツ」または「フレッツ 光ネクスト」月額無料キャンペーンの適用を一度受けたお客様については本キャンペーンの対象とはなりません。

②無料対象となる利用料

「フレッツ 光ネクスト」に関する「月額利用料」「回線終端装置利用料」「屋内配線利用料（加算料含む）」
「機器利用料（VDSL装置のみ）」の各利用料

「ＦＬＥＴ’Ｓ バッチリお得キャンペーン」の適用等について



（２）「 FLET’S  バッチリお得キャンペーン フレッツ ・ウイルスクリアｖ６ 最大４ヵ月無料」の実施

申込受付期間中に、「フレッツ・ウイルスクリアｖ６」を新規にお申し込みいただいたお客様を対象に、ご利用開
始日から最大４ヵ月間の月額利用料を無料とする「ＦＬＥＴ’Ｓ バッチリお得キャンペーン フレッツ・ウイルスク
リアｖ６最大４ヵ月無料」を実施します。

①無料適用期間および申込受付期間、適用対象

ご利用開始日から
２ヵ月間

ウイルスクリアｖ６のみの
申し込みの場合

フレッツ 光ネクストとセット

で申し込みの場合

ご利用開始日から
４ヵ月間

無料適用期間

平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）

申込受付期間

申込受付期間中に

新規にお申し込みいただき、

平成２０年１１月３０日（日）

までに開通したお客様

フレッツ・ウイルス

クリアｖ６

適用対象
※8-3

②無料対象となる利用料等

400円

（税込：420円）

無料対象となる利用料金（月額）※8-4

フレッツ・ウイルスクリアｖ６基本契約

※8-4 「フレッツ・ウイルスクリアｖ６」の追加契約（月額料金：150円（税込：157.5円）については、基本契約と同時の申込であっても適用対象外
となります。

（３）「 FLET’S  バッチリお得キャンペーン フレッツ リモートサポートサービス ２ヵ月無料」の適用

申込受付期間中に、「リモートサポートサービス」を新規にお申し込みいただいたお客様を対象に、ご利用開
始日から２ヵ月間の月額利用料を無料とする「ＦＬＥＴ’Ｓ バッチリお得キャンペーン リモートサポートサービス
２ヵ月無料」の対象サービスに、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ、マンションタイプ」を追加します。

①無料適用期間および申込受付期間、適用対象

ご利用開始日から

２ヵ月間

無料適用期間

平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）

申込受付期間

申込受付期間中に

新規にお申し込みいただき、

平成２０年１１月３０日（日）

までに開通したお客様

リモートサポートサービス

適用対象
※8-5

②無料対象となる利用料等

500円

（税込：525円）

無料対象となる利用料金（月額）※8-6

「リモートサポートサービス」月額利用料

※8-6 「オンラインパソコン教室」の利用料（１,８００円（税込：１,８９０円）/回）については、適用対象外となります。

※8-3 「フレッツ・ウイルスクリアｖ６」無料キャンペーンの適用を一度受けたお客様については本キャンペーンの対象とはなりません。

※8-5 「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」をご利用開始後に「リモートサポートサービス」無料キャンペー
ンの適用を一度受けたお客様については本キャンペーンの対象とはなりません。



（４） 「フレッツ 光ネクスト」新規申し込み時に適用となる工事費について

申込受付期間中に、「フレッツ 光ネクスト」を新規にお申し込みいただいたお客様に適用となる工事費を以

下の通りとします。

平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）

申込受付期間※8-7

申込受付期間中に新規にお申し込みいただき、

平成２０年８月３１日（日）までに開通したお客様

フレッツ 光ネクスト

ファミリータイプ

申込受付期間中に新規にお申し込みいただき、

平成２０年１１月３０日（日）までに開通したお客様

フレッツ 光ネクスト

マンションタイプ

適用対象

①申込受付期間および適用対象

②適用工事費

申込受付期間中の新規申込工事費
※8-7 ～ ※8-10

適用タイプ

平日／
土日・祝日

無料
（税込：０円）

フレッツ 光ネクスト
・ファミリータイプ
・マンションタイプ

※8-7 平成２０年６月以降にお申し込みいただいた場合の工事費については別途お知らせします。
※8-8 VDSL装置以外の機器工事費や基本工事費加算額等の追加工事費については、所定の工事費が加算されます。
※8-9 別途契約料800円（税込：840円）が必要です。
※8-10 一般的な工事の場合であり、工事の内容によっては無料とならない場合があります。

（５） 「フレッツ 光ネクスト」移転申込時に適用となる工事費について

申込受付期間中に、「フレッツ 光ネクスト」の移転をお申し込みいただいたお客様に適用となる工事費を以

下の通りとします。

①申込受付期間および適用対象

②適用工事費

平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）

申込受付期間※8-11

申込受付期間中に新規にお申し込みいただき、

平成２０年８月３１日（日）までに開通したお客様

フレッツ 光ネクスト

ファミリータイプ

申込受付期間中に新規にお申し込みいただき、

平成２０年１１月３０日（日）までに開通したお客様

フレッツ 光ネクスト

マンションタイプ

適用対象

申込受付期間中の新規申込工事費
※8-11 ～ ※8-13

適用タイプ

平日／
土日・祝日

無料
（税込：0円）

フレッツ 光ネクスト
・ファミリータイプ
・マンションタイプ

※8-11 平成２０年６月以降にお申し込みいただいた場合の工事費については別途お知らせします。
※8-12 VDSL装置以外の機器工事費や基本工事費加算額等の追加工事費については、所定の工事費が加算されます。
※8-13 一般的な工事の場合であり、工事の内容によっては無料とならない場合があります。



（６） 「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」への品目変更に係るキャンペーン等について

申込受付期間中に、「Ｂフレッツ ニューファミリータイプ、ファミリータイプ」から「フレッツ 光ネクスト ファミリー
タイプ」へ品目変更をお申し込みいただいたお客様を対象に、月額利用料等の各利用料について品目変更完
了月の翌月から３ヵ月間を無料とします。

＜１＞月額利用料等の３ヵ月無料キャンペーンについて

①無料適用期間および申込受付期間、適用対象

②無料対象となる利用料（一般的な適用例）

「フレッツ 光ネクスト」に関する「月額利用料」「回線終端装置利用料」「屋内配線利用料（加算料含む）」の
各利用料となります。

平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）

申込受付期間 適用対象無料適用期間

申込受付期間中に、

「Ｂフレッツ ニューファミリータイプ、

ファミリータイプ」から

「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」

へ品目変更をお申し込みいただき、平成２０年８月３１
日（日）までに工事が完了したお客様

品目変更完了月の翌月から

３ヵ月間

申込受付期間中に、「Ｂフレッツ ニューファミリータイプ、ファミリータイプ」から「フレッツ 光ネクスト ファミリータ
イプ」へ品目変更をお申し込みいただいたお客様に適用となる工事費を以下の通りとします。

※8-14 平成２０年６月以降にお申し込みいただいた場合の工事費については別途お知らせします。
※8-15 一般的な工事の例であり、工事の内容によって工事費が異なる場合があります。また、追加工事等の費用につきましては、所定の工事

費が加算されます。

①申込受付期間、適用対象および適用工事費（一般的な適用例）

5,550円
（税込：5,827.5円）

申込受付期間中に、

「Ｂフレッツ ニューファミリータイプ、 ファミリー
タイプ」から

「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」

へ品目変更をお申し込みいただき、平成２０年８
月３１日（日）までに工事が完了したお客様

平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）

申込受付期間中の

品目変更工事費
※8-15適用対象申込受付期間

※8-14

＜２＞「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」への品目変更に適用される工事費について



（７） 「ひかり電話」に適用となる工事費について

※8-16 平成２０年６月以降にお申し込みいただいた場合の工事費については別途お知らせします。
※8-17 「ひかり電話オフィスタイプ」は無料の適用対象外となります。

平成２０年３月３１日(月)

～

平成２０年５月３１日（土）

申込受付期間※8-16

申込受付期間中に新規または移転のお申し込みいただき、

平成２０年８月３１日（日）までに開通したお客様

フレッツ 光ネクスト

ファミリータイプ

をご利用の場合

申込受付期間中に新規または移転のお申し込みいただき、

平成２０年１１月３０日（日）までに開通したお客様

フレッツ 光ネクスト

マンションタイプ

をご利用の場合

適用対象※8-17

②適用工事費

平日／
土日・祝日

申込受付期間中の新規申込工事費

無料
（税込：０円）

無料
（税込：０円）

１機器ごと機器工事費※8-19

１利用回線ごと交換機等工事費※8-18

単位区分

※8-18 ＮＴＴ東日本の所内設備に係る工事費です。
※8-19 ひかり電話対応機器（ルータ）の設置、ルータ機能設定（インターネット接続設定含む）、電話機の接続および接続試験に係る工事費です。

①申込受付期間及び適用対象

申込受付期間中に、「フレッツ 光ネクスト」でご利用いただく「ひかり電話」について、新規または移転のお申し

込みをされたお客様に適用となる機器工事費等を以下の通りとします。



【別紙９】

○ＮＧＮの商用サービス開始時におけるインタフェース条件等の接続条件については以下のと
おりです。

ネットワークのオープン化について

■光ブロードバンドサービス、ひかり電話サービスをご利用いただく際のインタフェース条件 （ＵＮＩ）

下記URLに掲載の技術参考資料のとおりです。

http://flets.com/next/s_tech.html

フレッツ 光ネクスト

【別紙１】

下記URLに掲載の技術参考資料のとおりです。

http://www.ntt-east.co.jp/ngn/business/

インタフェース条件

ひかり電話／

ひかり電話オフィスタイプ

【別紙２】

サービス名

下記のＵＲＬより個別にお問い合わせください。

https://flets.com/inquiry/ipcast/form.html

地上デジタル放送ＩＰ再送信

事業者向けサービス

【別紙７】

下記URLに掲載の技術参考資料のとおりです。

http://flets.com/next/s_tech.html

フレッツ・キャスト

（ユニキャスト／マルチキャスト）

【別紙６】

インタフェース条件サービス名

■コンテンツプロバイダ様等向けサービスをご利用いただく際のインタフェース条件 （ＳＮＩ）

■法人のお客様等向けサービスをご利用いただく際のインタフェース条件 （ＵＮＩ）

下記URLに掲載の技術参考資料のとおりです。

http://www.ntt-east.co.jp/ether/refer/

ビジネスイーサ ワイド

【別紙４】

下記URLに掲載の技術参考資料のとおりです。

http://flets.com/next/s_tech.html

フレッツ・VPNゲート

【別紙５】

インタフェース条件サービス名

＊ 上記サービスについて、提供開始にあたり最新版の技術参考資料を平成20年3月31日に掲載予定です



配信サーバ等

SNI/ＵＮＩ
NNI

UNI UNI

「フレッツ 光ネクスト」
ご利用のお客様

他事業者様ＩＰ網

他事業者様電話網／携帯電話網等

ＮＧＮ

【インタラクティブ通信機能】

【ＬＡＮ型通信機能】

【ＩＳＰ接続機能】

【ＩＧＳ接続機能】
ＩＧＳ

他事業者様イーサ網

ＩＳＰ事業者様網

UNI:User-Network Interface
NNＩ:Network-Network Interface
SNI:Application Server-Network Interface

下記URLに掲載の技術的条件のとおりです。
http://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/index.html

（既存のひかり電話網のインタフェース条件と同じです。）

下記URLに掲載の技術的条件のとおりです。
http://www.ntt-east.co.jp/info-st/constip/cons1/index.html

（１Ｇ、１０ＧインタフェースによるＩＳＰ接続機能を提供いた
します。）

下記URLに掲載の技術的条件のとおりです。

http://www.ntt-east.co.jp/info-st/mutial/ngn/index.html

インタフェース条件

ＩＧＳ接続機能※9-2

ＩＳＰ接続機能

ＬＡＮ型通信機能

（イーサ通信機能）

インタラクティブ

通信機能

機能名

既存のひかり電話網の接続料と同じです。

・既存の地域ＩＰ網の接続料と同じです。

・但し、ＮＧＮとの接続に必要となる装置
の費用等の一部を暫定的に軽減いたし
ます。※9-1

・接続料は設定いたしません。

・但し、ＮＧＮとの接続に必要となる装置
の費用等については、個別負担してい
ただきます。

接続料

■電気通信事業者様にご利用いただく際のインタフェース条件等 （ＮＮＩ）

※9-1  費用負担の軽減については、以下のとおりとします。

【対象事業者様】現に地域ＩＰ網に接続しているＩＳＰ事業者様で、原則としてＰＯＩビルの開設時期までにＮＧＮとの接続のお申し込
みを していただけるＩＳＰ事業者様

【軽減額】ＩＳＰ事業者様ごと、ＰＯＩビルごとに、ＮＧＮとの接続にあたり最低限必要となる接続用装置のＩＦパッケージ等に係る費用
【軽減期間】利用開始後３年間

＊ その他の接続のご要望につきましては、個別にご相談させていただきます。

※9-2 既存の「ひかり電話」と接続している事業者様は、NGNを利用した「ひかり電話」との接続の申し込み等の手続きは不要です。

（参考）ＮＧＮとの接続インタフェース

「ビジネスイーサ ワイド」
ご利用のお客様


