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西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 

 

 

当社子会社である西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」等 （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）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３】参照）
・ 「フレッツ・ＶＰＮゲート」 （詳細は【別紙４】参照）

（４）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５】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６】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

２．提供開始日等
平成２０年３月３１日（月）より、提供エリアのお客様についてお申し込み受付を開始し、順次サービスを提供

します。

ＮＴＴ西日本 サービスクリエーション部

ＴＥＬ：０６－４７９３－５７７１

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

３．「フレッツ 光ネクスト」等における各種割引キャンペーンの実施について
平成２０年３月３１日（月）からのお申し込み受付について、各種割引キャンペーンを適用します。
（詳細は【別紙７】参照）

４．ネットワークのオープン化について

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８】を参照ください。

NＴＴ西日本では、ＩＴ化・ブロードバンド化の急速な進展に伴い、ますます多様化するお客様のご要望にお応

えするため､このたび、これまでのベストエフォートサービスに加え、次世代ネットワーク（以下、ＮＧＮ）※1ならでは

の広帯域で品質確保機能（ＱｏＳ）※2が利用可能な多彩なサービス（「フレッツ 光ネクスト」「ひかり電話」等）を以

下のとおり提供いたします。

また、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、県間通信も

可能とする新たな広域イーサネットサービス「ビジネスイーサ ワイド」を以下のとおり提供いたします。

※1：既存のＩＰ通信網（地域ＩＰ網およびひかり電話網）を高度化・大容量化したものであり、既存の電話網とは別に構築いたします。
※2：ネットワーク制御機能を具備することにより、従来のベストエフォートクラスに加え、帯域確保・品質確保による安定した通信サービスの提供が

可能となります。



「フレッツ 光ネクスト」等の提供

（別紙１）

１．サービス概要

①「フレッツ 光ネクスト」の概要

加入者光ファイバを利用し、ＮＴＴ西日本のＮＧＮを介してお客様が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、セキュリティ機能を具備し、かつ品質確
保機能（ＱｏＳ）にも対応した戸建向けの新たなアクセスサービスを「フレッツ 光ネクスト ファミリータイ
プ」として、集合住宅向けの新たなアクセスサービスを「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ」として提
供いたします。
「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプならびにマンションタイプ」は加入者光ファイバ区間を複数のお
客様にて共用する上り下り最大１００Ｍｂｐｓ※1で接続するサービスです。

※1：お客様の通信環境やご利用形態などにより実際の通信速度は異なることがあり、必ずしも最大速度を保証するものではありません。

ファミリータイプファミリータイプ

ひかり配線
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

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1Gpbs＞

最大100Mbps 最大100Mbps

フレッツ 光ネクストフレッツ 光ネクスト

インターネット

再送信
事業者様

法人の
お客様

②「フレッツ 光ネクスト」 付加サービス・付加機能の概要

「フレッツ 光ネクスト」におけるセキュリティ機能は、基本機能として１ライセンスの利用が可能ですが、
パソコンを複数台ご利用されるお客様向けに、ライセンスを追加して利用を可能とする「セキュリティ機
能ライセンス・プラス」を提供するとともに、コンテンツプロバイダ様が提供する帯域確保型サービスを
ご利用いただくための「帯域確保機能」を提供いたします。
また、より安全・安心にご利用いただくための「２４時間出張修理オプション」や「リモートサポートサー
ビス」、外出先の駅やカフェ等でもご利用いただける公衆無線ＬＡＮサービス「フレッツ･スポット」を提供
します。

LAN配線
方式

コンテンツ
プロバイダ様等

ISP事業者様

ISP事業者様

N G N



※2：2年間の継続利用を条件に月額利用料（基本料部分）を10％割引いたします。
※3：マンション・ビル等の設備状況によっては、屋内配線利用料（加算額）800円（税込：840円）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」を提供いたします。「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、お申し込み後にNTT西日本より送付する「フ
レッツ 光ネクスト お申し込み内容のご案内」をご覧ください。

＊インターネットのご利用にあたっては、上記月額利用料のほか、ＩＳＰ事業者様のご利用料金が別途必要となります。

２．提供料金

（１）フレッツ 光ネクストの月額利用料

800円 （税込：840円）フレッツ・スポット

7,000円～/回 （税込：7,350円～/回） ※8オンサイトサポート

1,800円/回 （税込：1,890円/回）
オンラインパソコン

教室

電話サポート、
リモートサポート

500円/回線 （税込：525円/回線）

リモートサポート※7

サービス

200円 （税込：210円）帯域確保機能※5

420円/ライセンス （税込：441円）セキュリティ機能ライセンス・プラス※4

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※6

オプション

月額利用料等サービス名

（２）付加サービス・付加機能の月額利用料

※4：最大19契約まで追加が可能 。
※5：ご利用にあたっては、ひかり電話（500円/月（税込：525円/月））及びひかり電話の複数チャネル（200円/月（税込：210円/月））の契約が当
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。「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事業者様との間の通信に限り有効となります。

※6：アクセスラインの故障時に24時間365日の故障対応を実施する保守サービスです。

フレッツ 光ネクスト

マンションタイプ

（集合住宅向け）

ミニ
（6戸以上の
加入が見込
めるもの）

3,510円

（税込：3,685.5円）

－
900円

（税込：945円）

2,340円

（税込：2,457円）

ひかり配線方式

プラン２
（16戸以上
の加入が見
込めるもの）

－
600円

（税込：630円）
VDSL方式

－
900円

（税込：945円）

2,790円

（税込：2,929.5円）

ひかり配線方式

プラン１
（8戸以上の
加入が見込
めるもの）

－－LAN配線方式

－－LAN配線方式

－
600円

（税込：630円）
VDSL方式

－－LAN配線方式

－
600円

（税込：630円）
VDSL方式

200円※3

（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

（フレッツ・あっと
割引※2 適用時）

3,870円

（税込：4063.5円）

料金額

フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ

（戸建て向け）

サービス名等



４．お客様からのお申し込み、お問い合わせ先

３．提供エリア
大阪市の一部から提供を開始し、以降、現在提供中の「フレッツ・光プレミアム」と同一のエリアへ順
次拡大していく予定です。（詳細は【別紙１－１】参照）

■契約料 800円（税込：840円）

（３）フレッツ 光ネクストの初期費用

（４）付加サービス・付加機能の初期費用

プラン１
プラン２

11,900円 （税込：12,495円）LAN配線方式

20,000円 （税込：21,000円）VDSL方式

16,200円 （税込：17,010円）LAN配線方式

ひかり配線方式

VDSL方式

27,100円 （税込：28,455円）

ミニ

27,100円 （税込：28,455円）フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ

27,800円 （税込：29,190円）

フレッツ 光ネクスト
マンションタイプ

工事費※9サービス名

※9：代表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いては、所定の工事費が
加算されます。

2,000円 （税込：2,100円）フレッツ・スポット

無料リモートサポートサービス

2,000円 （税込：2,100円）帯域確保機能

2,000円 （税込：2,100円）セキュリティ機能ライセンス・プラス

無料２４時間出張修理オプション

工事費※10サービス名

※10：代表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いては、所定の工事費が
加算されます。

・電話によるお申し込み、お問い合わせ
０１２０－１１６１１６（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）
受付時間：９：００～２１：００
（土・日・祝日も受付しております。年末年始１２／２９～１／３を除きます。）
※ＮＴＴ西日本エリア以外からはご利用になれません。

※7：「リモートサポートサービス」とは、「フレッツ 光ネクスト」をご利用のお客様を対象とし、インターネットや端末設定が困難または故障等の
トラブルを迅速に解決するため、遠隔で代行設定等のトラブル解決を行うサービスです。なお、「オンラインパソコン教室およびオンサイト
サポート」のご利用にあたっては、「リモートサポートサービス」の契約が必要となります。

※8：代表的な提供料金（例：プリンタ設定の場合：3,500円 （税込：3,675円））の例であり、設定内容によって提供料金が異なります。
なお、提供料金には、１派遣ごとに3,500円（税込：3,675円）の基本作業費が加算されます。



（別紙１－１）

「フレッツ 光ネクスト」の提供地域

「フレッツ 光ネクスト」は、下表の市区の一部地域（次の市内局番の地域）から提供を開始します。

府県名 市区町名 市外局番 市内局番

大阪府
大阪市

（中央区、北区、福島区）
06

4790～4799、6105、6133、6341～6348、6440、6442、
6450～6458、6910、6920、6937、6940～6949、6966

＊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
ございます。



「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」において「ひかり電話／ひかり電話オフィスタイプ」をご利用いただくお客様には、現在
提供中の「ひかり電話／ひかり電話オフィスタイプ」にてご利用が可能なサービスに加え、よりクリアな音質での
通話をご利用いただけます「高音質電話」や滑らかで自然な動きの映像通信をご利用いただけます広帯域（SD
品質相当）の「テレビ電話」を新たなサービスとして提供いたします。

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東日本）

NGN（NTT西日本）

NGN（NTT東日本）

NGN（NTT西日本）

＊ 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



1,400円

（税込：1,470円）
安心プラン※4

500円
（税込：525円）

基本プラン

1,300円
（税込：1,365円）

3,900円

（税込：4,095円）

1,500円
（税込：1,575円）

もっと安心プラン※3

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※1

ひかり電話Ａ
（エース）※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※1

月額利用料（基本料）概要サービス名

15円／3分※7

（税込：15.75円／3分）
標準品質／ＳＤ品質相当のもの（帯域2.6Mbpsまでのもの）テレビ電話※5

高音質電話※5
8円／3分※6

（税込：8.4円／3分）

標準音質電話
音声通話

通話料通話料区分

※5：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となります。（付加サービス利用料および工事費は無料です）
高音質電話の接続先は、ＮＴＴ東西の「フレッツ 光ネクスト」においてご利用の「ひかり電話／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」においてご利用の「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）については、テレビ電話対応携帯電話（Ｈ20.3現在、ＮＴＴドコモのＦＯＭＡが対応）との接続が可能です。

※6：「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、現在提供中の「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。

※7：「ひかり電話」への通話が対象です。
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、ＳＤ品質
相当を超える場合（ご利用帯域が2.6Mbpsを超える場合）の通話料については、100円／3分（税込：105円／3分）となります。

２．提供料金

（１）月額利用料

（２）主な通話料

３．提供エリア

「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプならびにマンションタイプ」の提供にあわせ、大阪市の一部から提

供を開始し、以降、現在提供中の「フレッツ・光プレミアム」と同一のエリアへ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

（３）初期費用

12,000円（税込：12,600円） ※8ひかり電話オフィスタイプ

8,000円（税込：8,400円） ※8ひかり電話

工事費サービス名

※8：加入電話等利用休止工事費1,000円（税込：1,050円）を含みます。代表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いては、所定の工事費が加算されます。

・電話によるお申し込み、お問い合わせ
０１２０－１１６１１６（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）
受付時間：９：００～２１：００
（土・日・祝日も受付しております。年末年始１２／２９～１／３を除きます。）
※ＮＴＴ西日本エリア以外からはご利用になれません。

※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。
現在提供中の「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」等の付加サービスもご利用いた
だけます。 （「フリーアクセス･ひかりワイド」および「特定番号通知サービス」については、準備が整い次第提供いたします）
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」をご利用いただく場合、複数チャネルサービスの月額利用料
（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：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。
※3：4,800円（税込：5,040円）分の通話料が含まれたプランです。 ※4：1,280円（税込：1,344円）分の通話料が含まれたプランです。



１．サービス概要

「ビジネスイーサ ワイド」の提供

（別紙３）

これまで、同一府県内において通信グループの構築を可能とする広域イーサネットサービスを提供して

まいりましたが、府県を跨る形で通信グループを構築したいというお客様からのご要望にお応えするため、

このたび、県間通信も可能とする帯域確保型の新たな広域イーサネットサービス「ビジネスイーサ ワイド」

を提供します。

本サービスは、ネットワークの中継区間冗長化構成に加え、アクセス区間の冗長化メニュー（デュアル

アクセス）を提供する等、信頼性の向上を図っております。

またイーサＯＡＭ技術※1の採用により、お客様ごとの回線監視を行い、故障発生時には、当社からお客

様へ通知する機能を具備する等のきめ細かな保守監視に重点をおいた高品質・高信頼のサービスとし、

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

を設定します。

なお、今後につきましては、お客様の端末も含めた監視を可能とするサービス等を提供していく予定です。

３．提供エリア

大阪市の一部から提供を開始し、以降、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

・弊社販売担当者にお問い合わせください。

・インターネットによるお問い合わせ
ＵＲＬ：https://www.ntt-west.co.jp/datatop/inquiry/

２． 提供料金

詳細は【別紙３－１】を参照ください。

※1 : イーサネット網の運用・保守に用いられる新たな標準化技術。これにより定期的な接続性・導通確認や区間を定めた試験
実施が可能。



（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）

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

④県間中継回線利用料
別の府県に通信先拠点がある場合、
「府県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（単位料金区域）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）

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

141,000円 （税込：148,050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

395,000円（税込：414,750円）

110,000円（税込：115,500円）

39,000円（税込：40,950円）

26,000円（税込：27,300円）

デュアルアクセス

13,000円（税込：13,650円）1Ｍbps

24,000円（税込：25,200円）10Ｍbps

90,000円（税込：94,500円）100Ｍbps

360,000円（税込：378,000円）1Ｇbps

シングルアクセス品目

（別紙３－１）

「ビジネスイーサ ワイド」の提供料金

ビジネスイーサ ワイド網
（県内）



③県内中継回線利用料

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

月額料金品目

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

月額料金品目

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

月額料金品目

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

月額料金品目

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

工事費

2,000円※3 （税込：2,100円）各種中継回線、付加機能等

27,100円※3 （税込：28,455円）シングルアクセス

53,200円※3 （税込：55,860円）デュアルアクセス
アクセス回線

項目

※3 : 代表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いては、
所定の工事費が加算されます。

480,000円（税込：504,000円）400Ｍbps

360,000円（税込：378,000円）300Ｍbps

240,000円（税込：252,000円）200Ｍbps

80,000円（税込：84,000円）10Ｍbps

120,000円（税込：126,000円）100Ｍbps

月額料金品目

1,080,000円（税込：1,134,000円）900Ｍbps

960,000円（税込：1,008,000円）800Ｍbps

840,000円（税込：882,000円）700Ｍbps

600,000円（税込：630,000円）500Ｍbps

720,000円（税込：756,000円）600Ｍbps

1,200,000円（税込：1,260,000円）1Ｇbps

月額料金品目

⑦主な付加機能利用料

■契約料 800円（税込：840円）

サブグループごと※2

アクセス回線ごと

適用単位

10,000円（税込：10,500円）ＱｏＳ制御機能

2,000円（税込：2,100円）サブグループ設定機能

月額料金種類

※2 : 1を超える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４）

１．サービスの概要

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西日本ビル
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※1局内接続タイプ※1 収容エリア内接続タイプ※2収容エリア内接続タイプ※2

サーバ等

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」ご契約のお客様との間でセンタ-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の構築が可能なサービスで、通信
事業者様等をはじめとする法人のお客様でご活用いただけます。
また、「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」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。
なお、「フレッツ 光ネクスト」ご契約のお客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。

※1：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。
※2：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．提供エリア

ＮＴＴ西日本が指定する大阪市内の収容ビルにて提供を開始し、以降、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」の提供エリアに

準じます。

４．お客様からのお申し込み、お問い合わせ先

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

1,046,000円
（税込：1,098,300円）

西日本エリア内

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）

西日本エリア内

550,000円
（税込：577,500円）

県内基本100Mbps
局内接続
タイプ
※3 ※4

1Ｇ
メニュー

1,530,000円
（税込：1,606,500円）

西日本エリア内

550,000円
（税込：577,500円）

県内100Ｍメニュー
局内接続タイプ※3

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

※3：100Ｍメニュー及び1Ｇメニューの局内接続タイプをご利用になる場合は、ハウジングに係わる契約、料金が別途必要となります。
※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。

・弊社販売担当者にお問い合わせください。

・インターネットによるお問い合わせ
ＵＲＬ：http://flets-w.com/next/vpngate/index.html

（１）月額利用料

11,000円※5

（税込：11,550円）
フレッツ・ＶＰＮゲート

工事費サービス名

（２）初期費用

※5：100Ｍメニュー（県内）における新設時の代表的な工事費の例であり、工事の内容によって工事費が異なる場合があります。



配信
サーバ

配信
サーバ

「フレッツ・キャスト」の提供

（別紙５）

１．サービスの概要

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

配信
サーバ

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

※1：帯域確保型通信は、ユニキャスト通信のみ利用可能です。

STB ※2等 STB ※2等 STB ※2等

※2：STB：セットトップボックス

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※1も提供します。

フレッツ 光ネクスト*

*帯域確保機能のご利用が必要



コンテンツプロバイダ様等
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※4

（税込：3,150,000円+従量）

シングルクラス1Gbps帯域確保型

200円※3／配信回線数
（税込：210円）

マルチキャスト通信機能利用料
（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

※3：マルチキャスト通信機能利用料（加算額）ついては日割計算を行いません。
※4：弊社販売担当者までお問い合わせ下さい。
＊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．提供エリア

ＮＴＴ西日本が指定する大阪市内の収容ビルにて提供いたします。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」の提供エリアに準じます。

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

（１）月額利用料

7,000円 （税込：7,350円）フレッツ・キャスト

工事費※5サービス名

（２）初期費用

・弊社販売担当者にお問い合わせください。

・インターネットによるお問い合わせ
ＵＲＬ：https://inq.customer.ntt-west.co.jp/sendform_v6.html

※5：ベストエフォート型 １Gbpsシングルクラスの代表的な工事費の例であり、工事の内容によって工事費が異なる場合があります。



「地上デジタル放送IP再送信事業者向けサービス」の提供

（別紙６）

１．サービスの概要

２．提供料金

３．提供エリア

ＮＴＴ西日本が指定する大阪市内の収容ビルにて提供を開始し、以降、順次拡大していく予定です。

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」の提供エリアに準じます。

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．再送信事業者様からのお申し込み、お問い合わせ先

帯域確保機能を用い、地上デジタル放送のＩＰ再送信に対応した再送信事業者様向けのサービ

スを提供いたします。

・インターネットによるお問い合わせ
ＵＲＬ：https://inq.customer.ntt-west.co.jp/sendform_v6.html



「フレッツ 光ネクスト」等における各種割引キャンペーンの実施について

（別紙７）

ＮＴＴ西日本では、フレッツ光を対象にした各種割引キャンペーンを実施しておりますが、平成２０年３月３
１日から提供開始する「フレッツ 光ネクスト」についても、数多くのお客様にご利用いただけるよう、各種割
引キャンペーンを実施いたします。

１．「フレッツ 光ネクスト」に関する各種割引キャンペーンの実施

（１）「フレッツ 光ネクスト」

①「初期工事費無料キャンペーン」および｢移転工事費無料キャンペーン｣
お申し込み対象期間中に「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」の新規・移転の
お申し込みをいただいたお客様を対象に、初期工事費・移転工事費を無料とさせていただきます。

27,100円※1 （税込：28,455円）

【参考】通常工事費

無料フレッツ 光ネクスト

キャンペーン適用後工事費

（キャンペーン適用後料金例）

※1：「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」の場合。

②「光ぐっと割引｣
お申し込み対象期間中に「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」を新規にお申し込みをいただき、
「光ぐっと割引」対象エリアにおいてご利用いただくお客様を対象に、最大１年間、特別料金にて提供
いたします。

900円 （税込：945円）無料
回線終端
装置利用料

月額利用料 4,300円 （税込：4,515円）

【参考】通常月額利用料

3,000円 （税込：3,150円）
フレッツ 光ネクスト
ファミリータイプ

キャンペーン適用後料金
(ご利用開始日から最大12ヵ月間）

（キャンペーン適用後料金例）

③「１ヵ月無料キャンペーン ｣
お申し込み対象期間中に「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ※2 ／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、１ヵ月間、月額利用料を無料で提供いたします。

3,100円※3 （税込：3,255円）

【参考】通常月額利用料

ご利用開始日から
まるまる１ヵ月間無料

フレッツ 光ネクスト

キャンペーン適用後
月額利用料

（キャンペーン適用後料金例）

※2：「光ぐっと割引」対象エリア以外のお客様が対象となります。
※3： 「フレッツ 光ネクスト マンションタイプ（プラン１）」の場合。



（２）「フレッツ 光ネクスト 付加サービス・付加機能等」

①「セキュリティ機能ライセンス・プラス」の「２ヵ月無料キャンペーン」
お申し込み対象期間中に「セキュリティ機能ライセンス・プラス」を新規または追加でお申し込みいた
だいたお客様を対象に、２ヵ月間、月額利用料を無料で提供いたします。

420円/ライセンス
（税込：441円）

【参考】通常月額利用料

ご利用開始日から
まるまる２ヵ月間無料

セキュリティ機能ライセンス・プラス

キャンペーン適用後
月額利用料

（キャンペーン適用後料金例）

②「フレッツ・スポット」の「１ヵ月無料キャンペーン」
お申し込み対象期間中に「フレッツ・スポット」を新規にお申し込みいただいたお客様を対象に、１ヵ月間、
月額利用料を無料で提供いたします。

（キャンペーン適用後料金例）

③「フレッツ・スポット」「セキュリティ機能ライセンス・プラス」の「工事費無料／割引キャンペーン ｣
お申し込み対象期間中に「フレッツ・スポット」「セキュリティ機能ライセンス・プラス」を新規にお申し
込みいただいたお客様を対象に、「フレッツ・スポット」「セキュリティ機能ライセンス・プラス」の各工事費を
割り引き、提供いたします。

（キャンペーン適用後料金例）

※5：「セキュリティ機能ライセンス・プラス」は「フレッツ 光ネクスト」と同時申込の場合、キャンペーン有無にかかわらず工事費は無料です。

800円※4 （税込：840円）

【参考】通常月額利用料

ご利用開始日から
まるまる１ヵ月間無料

フレッツ・スポット

キャンペーン適用後
月額利用料

※4：「フレッツ 光ネクスト」をご契約のお客様の場合。

2,000円
（税込：2,100円）

1,000円
（税込：1,050円）

「フレッツ 光ネクスト」開
通後にお申し込みの
お客様

「フレッツ 光ネクスト」と
同時にお申し込みの
お客様

1,000円※5

（税込：1,050円）

【参考】
通常工事費

無料※5

フレッツ・スポット
セキュリティ機能ライセンス・プラス

キャンペーン適用後
工事費

④「フレッツ・スポット」のＭＡＣアドレス追加・変更工事費割引キャンペーン
お申し込み対象期間中に「フレッツ・スポット」のＭＡＣアドレス追加もしくはＭＡＣアドレス変更のお申し
込みいただいたお客様を対象に、工事費を割り引き、提供いたします。

（キャンペーン適用後料金例）

2,000円 （税込：2,100円）

【参考】通常工事費

1,000円 （税込：1,050円）フレッツ・スポット

キャンペーン適用後工事費



２．「ひかり電話」に関する各種割引キャンペーンの実施

①「ひかり電話対応機器工事費無料キャンペーン ｣
お申し込み対象期間中に「ひかり電話」を新規にお申し込みいただいたお客様を対象に、ひかり電話
対応機器の工事費を無料とさせていただきます。

4,000円 （税込：4,200円）

【参考】通常工事費

無料ひかり電話対応機器

キャンペーン適用後工事費

（キャンペーン適用後料金例）

②「ひかり電話Ａ（エース）」の「工事費割引キャンペーン ｣
既に「ひかり電話」をご利用でお申し込み対象期間中に「ひかり電話Ａ（エース）」へプラン変更いただいた
お客様を対象に、工事費を割り引き、提供いたします。

（キャンペーン適用後料金例）

2,000円 （税込：2,100円）

【参考】通常工事費

1,000円 （税込：1,050円）ひかり電話A（エース）

キャンペーン適用後工事費

３．本割引キャンペーンが適用されるお申し込み期間

平成２０年３月３１日（月）～平成２０年５月３１日（土）
＊ 「ひかり電話Ａ（エース）の「工事費割引キャンペーン」を除き、お客様の都合により、平成２０年８月３１日までに各種サービスのご利用を開始
されない場合は、本割引の適用外とさせていただきます。

＊ 「ひかり電話Ａ（エース）」については平成２０年５月３１日までにご利用を開始されることを条件とさせていただきます。

４．お客様からのお申し込み、お問い合わせ先

※各キャンペーンの詳細につきましては、弊社フレッツ公式サイト（http://flets-w.com/）よりご確認ください。

・電話によるお申し込み、お問い合わせ
０１２０－１１６１１６（携帯電話・PHSからもご利用いただけます）
受付時間：９：００～２１：００
（土・日・祝日も受付しております。年末年始１２／２９～１／３を除きます。）
※ＮＴＴ西日本エリア以外からはご利用になれません。



（別紙８）

次世代ネットワーク（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

（１）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://www.ntt-west.co.jp/ngn/business/index.html
（販売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。）

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-west.co.jp/ngn/business/index.html
（販売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。）

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URLに掲載の技術参考資料のとおりです。

http://www.ntt-west.co.jp/ngn/business/index.html
（販売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。）

フレッツ・キャスト

（ユニキャスト／マルチキャスト）

【別紙５】

インタフェース条件サービス名

（３）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）

（２）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-west.co.jp/ngn/business/index.html
（販売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。）

フレッツ・ＶＰＮ ゲート

【別紙４】

下記URLに掲載の技術参考資料のとおりです。

http://www.ntt-west.co.jp/ngn/business/index.html
（販売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。）

インタフェース条件

ビジネスイーサワイド

【別紙３】

サービス名



SNI/ＵＮＩ
NNI

UNI UNI

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-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/
sitei_index.html#menu03
（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-west.co.jp/open/sougo_yakkan/yakkan/
sitei_index.html#menu03
（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-west.co.jp/open/ngn/interface.html

インタフェース条件

ＩＧＳ接続機能※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。※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

（４）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）

【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。

※２ 既存のひかり電話と接続している事業者様につきましては、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。

ＮＧＮとの接続インタフェース

配信サーバ等

「フレッツ 光ネクスト」
ご利用のお客様

「ビジネスイーサ ワイド」
ご利用のお客様

※１ 費用負担の軽減については、以下のとおりとします。


