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東日本電信電話株式会社による「フレッツ 光ライト」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、二段階定額料金の光ブロードバンドサービス 

「フレッツ 光ライト」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。 
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日本電信電話株式会社 ＩＲ室 

木村、小泉 

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 23 年 3 月 1 日 

 
「フレッツ 光ライト」の提供開始について 

～月々2,940 円（税込）からお手軽にインターネットが始められる二段階定額サービスを提供～ 
 

 
 
■ＮＴＴ東日本は、インターネット等をこれから始めたい、またはインターネット等のご利用機会が少ないと

いうお客さまがお手軽な料金でお使いいただける、二段階定額料金の光ブロードバンドサービス「フレッ

ツ 光ライト」を平成 23 年 3 月下旬より申込受付開始し、平成 23 年 6 月 1 日（水）よりサービス提供を

開始します。 
■「フレッツ 光ライト」は、月額 2,940 円（税込）から始められ、いくらお使いいただいても月額の上限料金

は 6,090 円（税込）の、安心してご利用いただける光ブロードバンドサービスです。 
 

 
 

1. 提供の背景 
NTT 東日本の「フレッツ光」の契約数は現在 840 万※1 を超えていますが、光ブロードバンドサービス

のより一層の普及拡大と利用促進に向け、インターネット等をこれから始めたいがどれくらい利用する

かわからない、またはインターネット等は利用するが利用機会が少ないというお客さまに対し、低廉な

基本料金でインターネット等を始めることができるサービスとして、「フレッツ 光ライト」（以下、本サービ

ス）を提供開始します。 
本サービスにより、お手軽な料金で、地デジ対策としての「フレッツ・テレビ」※2 や、パソコンをお持ち

でないお客さまや高齢者の方等にも使いやすい端末（「光ｉフレーム」※2 等）をご利用いただけるように

なります。 
※1 平成 23 年 1 月現在。 
※2 ご利用にあたっては、別途各々のサービスや端末の契約および月額利用料金等が必要となります。 

 
 

2. 提供料金 
(1) 月額料金※3 

 
サービス名 フレッツ 光ライト 

基本料金 2,800 円  
（税込 2,940 円） 

200MB までの通信量を含む 

上限料金 5,800 円※4

（税込 6,090 円）

1,200MB 以上のご利用に適用 
月
額
料
金 従量部分の 

通信料※5 
10MB あたり 30 円※6 

（税込 31.5 円） 
※ 3 インターネットをご利用される場合は別途インターネットサービスプロバイダとの契約及び利用料金が必要となります。 
※ 4 月途中の品目変更（本サービスと「フレッツ 光ネクスト ビジネスタイプ」または「B フレッツ ビジネスタイプ／ベーシック

タイプ」との間の品目変更を除く）により、双方の品目の合計請求額が上限額を超えた場合は、上限額を適用いたしま

す。 
※ 5 従量部分の通信料は上り・下りの通信が共に対象となります。 
※ 6 10MB 未満の通信量は 10MB 単位に切り上げます。 

 



＜料金イメージ＞ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 

(2) 初期費用 
・契約料   800 円（税込 840 円） 
・工事費  2,000 円（税込 2,100 円） 【初期工事費割引適用時】※7 

※7 平成 23 年 5 月 31 日（火） までに本サービスを新規でお申し込みいただき、平成 23 年 6 月 1 日（水）より平成 23
年 11 月 30 日（水） までに開通された場合の、代表的な工事に適用される初期工事費割引後料金であり、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 23 年 6 月以降に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。 
 

＊ 初期工事費割引とは本サービスを 24 ヶ月間継続的にご利用いただくことを条件に、新規申込み時に適用となる工

事費を割引くものです。お客さまのご都合により、期間内に解約された場合、工事費の割引額の一部金額として

8,400 円（税込）をお支払いいただきます。また、短期利用等を希望されるお客さま向けに、一定期間の継続利用を

必要とせず、初期工事費を割引かないプランもございます。 
＊ 初期工事費の詳細については『【別紙 1】2.工事費について』をご参照下さい。 

 
 
3. サービス仕様および提供エリア(サービス提供イメージは【別紙 2】を参照) 

（1）サービス仕様 
・ 大通信速度  ：100Mbps※8 
・基本セッション  ：2 セッション 
・オプションサービス ：【別紙 3】参照 

※8 大 100 Mbps とはお客さま宅内に設置する弊社回線終端装置から、弊社設備までの間における技術規格上の 大値です。

実使用速度は、お客さま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）提供エリア   ：NTT 東日本の 17 都道県（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、 
山梨、長野、新潟、宮城、福島、岩手、青森、山形、秋田、北海道）※9 
※9 「フレッツ 光ネクスト」提供エリアと同様。また、提供エリア内であっても、お客さまの建物設備等の

状況により、サービスをご利用できない場合があります。 
 

 
4. 申込受付開始日、提供開始日について 

・申込受付開始日  ：平成 23 年 3 月下旬予定※10 
・提供開始日※11  ：平成 23 年 6 月 1 日（水） 
  ※10 申込受付開始日は、決まり次第別途ホームページ（http://flets.com）等でお知らせいたします。 
  ※11 お客さまの設備状況等により、お申し込みからご利用開始までの期間は異なります。 

 

上限料金 

5,800 円（税込 6,090 円）

200MB 

2,800 円 

(税込 2,940 円) 

 基本料金 

2,800 円（税込 2,940 円）

通信料 

30 円／10MB

（税込 31.5 円）

 

1,200MB  通信量 

月額利用料 
（インターネットサービスプロバイダ利用料金は含まず） 

5,800 円 

(税込 6,090 円) 

 



 
5. 本サービスの利用開始について 

平成23年5月31日（火）までに本サービスをお申し込みいただき、その際に、「フレッツ 光ネクスト」

の利用希望をお伝えいただければ、本サービスの提供開始までの期間は「フレッツ 光ネクスト」をご利

用いただき、平成 23 年 6 月 1 日（水）以降順次無料で本サービスに切り替えて※12※13 ご利用いただく

ことが可能です。（「フレッツ 光ネクスト」利用開始時点から「フレッツ光 スマイル満開キャンペーン」の

月額利用料無料が適用されます）※14※15 
※12 弊社設備等の状況により、お客様ごとに本サービスへの切替日は異なります。 
※13 工事日を事前にご連絡した上で、弊社施設内のみの切り替え工事を行います。 
※14 本サービスの提供開始までの間に「フレッツ 光ネクスト」をご利用いただいたお客さまの「フレッツ光 スマイル満開キャンペーン」

の月額利用料無料期間の起算日は、「フレッツ 光ネクスト」のご利用開始日となります。 
※15 月額利用料無料の詳細については、『【別紙 1】1.月額利用料について』を参照ください。 

 
 

6. 月額利用料無料、工事費割引等のキャンペーンの適用について 
「フレッツ 光ネクスト」、「Ｂフレッツ」同様、本サービスについても、現在実施している「フレッツ光 ス

マイル満開キャンペーン」や各種工事費割引等を適用致します。【別紙 1 参照】 
 
 
7. プレゼントキャンペーンの実施について 

本サービスの提供開始を記念して、クイズに答えてアメリカ・シアトルでのイチロー応援ツアーが当た

る「イチロー応援キャンペーン」（仮称）や、「フレッツ光」をご利用のお客様を対象にイチロー選手のサ

インボールやバット、ユニフォーム等が当たる「イチローグッズプレゼント」（仮称）を平成 23 年 4 月上旬

から実施する予定です。 
    ＊  応募期間、応募条件、当選者数等のキャンペーンの詳細については、別途ホームページ（http://flets.com）等でお知らせいたします。 

    ＊  キャンペーン内容については、変更になる場合があります。 
 

 
8. ロゴ 

 
 
 

 
 
 
 



 
9. 本サービスに関するお申し込み・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://www.flets.com 

 
(2) 電話によるお問い合わせ 

 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 12/29 ～ 1/3 を除きます） 
 
 
 
 

【別紙 1】 月額利用料無料、工事費割引等のキャンペーンについて 
【別紙 2】 サービス提供イメージ 
【別紙 3】 「フレッツ 光ライト」で利用可能なオプションサービス 

 
 

＜本件に関する報道機関からのお問い合わせ先＞         
東日本電信電話株式会社 コンシューマ事業推進本部 

ブロードバンドサービス部 サービス開発担当 
永島・岩本 TEL: 03-5359-9431 

 



 

【別紙 1】月額利用料無料、工事費割引等のキャンペーンについて 
 
 
1．月額利用料について 
 
（1）本サービスのお申し込みの際に、「フレッツ 光ネクスト」の利用希望をお伝えいただき、本サービスの提供

開始までの間は「フレッツ 光ネクスト」をご利用し、平成 23 年 6 月 1 日（水）以降、本サービスに切り替えて

ご利用いただくお客さまの場合 
 

無料適用期間 申込受付期間 適用対象※3 無料対象となる利用料 

「フレッツ 光ネクスト」のご利

用開始日から 
3 ヵ月間または 1 ヵ月間※1 

＜ＷＥＢ申込＞ 
4 ヵ月間または 2 ヵ月間※１※2 

平成 23 年 3 月下旬 
～ 

平成 23 年 5 月 31 日（火） 

申込受付期間中に 
新規にお申し込みいただき、 
平成 23 年 11 月 30 日（水） 
までに本サービスを開通した 

お客さま 

月額利用料 
（基本料金、従量部分の通信料） 

 
（2）上記以外のお客さまで、新たに本サービスをお申し込みいただいたお客さまの場合 

 

無料適用期間 申込受付期間 適用対象※3 無料対象となる利用料 

本サービスのご利用開始日

から 
3 ヵ月間または 1 ヵ月間※1 

＜ＷＥＢ申込＞ 
4 ヵ月間または 2 ヵ月間※１※2 

平成 23 年 3 月下旬 
～ 

平成 23 年 5 月 31 日（火） 

申込受付期間中に 
新規にお申し込みいただき、 
平成 23 年 11 月 30 日（水） 
までに本サービスを開通した 

お客さま 

月額利用料 
（基本料金、従量部分の通信料） 

※1 ご利用いただく場所が NTT 東日本の東京、神奈川、千葉、埼玉及び北海道の各支店エリアのお客さまは月額利用料 3 ヵ月無料（ＷＥＢ申込は

4 ヵ月無料）を、NTT 東日本の茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟、宮城、福島、岩手、青森、山形及び秋田の各支店エリアのお客さまは 1 ヵ

月無料（ＷＥＢ申込は 2 ヵ月無料）をそれぞれ適用します。 
    ・NTT 東日本の支店エリアは、一般の行政区域と異なる場合があります。 
     （例）フレッツ光をご利用いただく場所が、「埼玉県」内であっても、NTT 東日本の「群馬支店」が提供するキャンペーンが適用されるケースが

あります。（埼玉県熊谷市妻沼小島の一部、北埼玉郡北川辺町の一部及び児玉郡神川町の一部は、月額利用料の無料期間が 1 ヵ月） 
※2 フレッツ公式ホームページ（http://flets.com）または web116.jp（http://web116.jp）からの申込分が対象となります。 
※3 過去に NTT 東日本の無料キャンペーンの対象となったお客さまは、今回の無料キャンペーンの適用対象外となる場合があります。 
 
＊ キャンペーンは延長されることがあります。 
＊ 本キャンペーンと初期工事費割引を同時にお申し込みいただきます。本キャンペーンまたは初期工事費割引のいずれかのみを選択し、適用す

ることはできません。 
 
 

2．工事費について 
 

申込受付期間※4 適用対象 割引後の初期工事費※5～7 

本サービスのお申し込みの際に、「フレ

ッツ 光ネクスト」の利用希望をお伝え

いただき、本サービスの提供開始まで

の間は「フレッツ 光ネクスト」をご利用

し、平成 23 年 6 月 1 日（水）以降、本サ

ービスに切り替えてご利用いただくお客

さまの場合 

「フレッツ 光ネクスト」 

初期工事費 

2,000 円※8※9 

（税込 2,100 円） 

 

本サービスへの 

品目変更工事費 

無料※10 

新たに本サービスをお申

し込みいただいたお客さ

まの場合 

本サービス 

初期工事費 

2,000 円※8※9 

（税込 2,100 円） 

平成 23 年 3 月下旬 

～ 

平成 23 年 5 月 31 日（火） 

申込受付期間中に新

規にお申し込みいただ

き、平成 23 年 11 月 30

日（水）までに開通した

お客さま 

上記以外

のお客さま
「フレッツ 光ネクスト」ま

たは「B フレッツ」をご利

用で、本サービスへの変

更をお申し込みいただい

たお客さまの場合 

本サービスへの 

品目変更工事費 

無料※10 

※4 平成 23 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。 
※5 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。 
※6 一般的な工事の場合であり、工事の内容によっては割引とならない場合があります。 
※7 別途契約料 800 円（税込 840 円）が必要です。 
※8 「フレッツ光メンバーズクラブ」に新規にご加入いただくことで、割引後の初期工事費相当の商品券等と交換できるプログラムをご用意しておりま

す。 



 
 
   ＊ 「フレッツ光メンバーズクラブ」の年会費・登録料は無料です。入会時に会員登録が必要となります。 
   ＊ 入会ポイントは、入会申込み時に利用した契約回線ごとに 1 回限りの提供となります。 
   ＊ 「フレッツ光メンバーズクラブ」について、詳しくはフレッツ光メンバーズクラブホームページ（https://flets-members.jp）にてご確認下さい。 
※9  「フレッツ光」を 24 ヵ月間継続的にご利用いただくことを本工事費の適用条件とさせていただきます。お客さまのご都合により、期間内に解約さ

れた場合、初期工事費割引適用額の一部金額として 8,400 円（税込）をお支払いいただきます。（お客さま宅内の配線設備等を再利用する場合

は金額が異なる場合があります。また、「フレッツ光」提供エリア外へ移転された場合[NTT 西日本エリアへの移転等を含む]等においては対象

外となります。）また、短期利用を希望されるお客さま向けに、一定期間の継続利用を必要とせず、工事費を割引しないプランもございます。 
※10 ひかり電話に係る交換機等工事費、機器工事費及びフレッツ・テレビ伝送サービスに係る交換機等工事費も無料となります。ただし、お客さま

のご要望によるひかり電話に係る端末変更工事については、別途工事費がかかります。 
 
＊ キャンペーンは延長されることがあります。 
＊ お客さま宅内の配線設備等を再利用し、かつお客さまご自身で回線終端装置等を設置する工事の場合、初期工事費無料となります。 
＊ 過去に NTT 東日本の無料キャンペーンの対象となったお客さまは、工事費割引の適用対象外となる場合があります。 

 
 
3．「ひかり電話」の工事費について 
 

新規のお申し込みに適用される交換機工事費、機器工事費は、現在実施中の「フレッツ光 スマイル満開キ

ャンペーン」※11 と同様となります。 
※11  「フレッツ光 スマイル満開キャンペーン」の詳細（http://www.ntt-east.co.jp/release/1101/110124a.html 

 



※ 最大200Mbps、最大100Mbpsとは、お客様宅内に設置する弊社回線終端装置から弊社設備までの間における技術規格
上の最大値です。
インターネット利用時等の実使用速度は、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ございます。

【別紙2】サービス提供イメージ

フレッツ網（ＮＧＮ）フレッツ網（ＮＧＮ）

インターネットインターネット

ISP事業者様網

光ファイバ

回線終端装置等 回線終端装置等

フレッツ 光ライト
（マンションは光配線方式のみ）

フレッツ 光ライト
（マンションは光配線方式のみ）

フレッツ 光ネクスト・
ハイスピードタイプ

フレッツ 光ネクスト・
ハイスピードタイプ

既存サービス

最大
200Mbps

最大
100Mbps

新サービス



※1 実際に発生した通信量によらず、「フレッツ・ウイルスクリア」については40MB/月、「リモートサポートサービス」に
ついては10MB/月、「フレッツ・マーケット」については20MB/月として当面の間、通信量を加算します。

※2 ご利用にあたっては、放送事業者との契約及び利用料金等が別途必要となります。
※3 利用中に発生した通信は課金の対象となります。

＊ オプションサービスをご利用いただくには別途ご契約が必要となります。

【別紙3】「フレッツ 光ライト」で利用可能なオプションサービス

•フレッツ・ウイルスクリア※1

•リモートサポートサービス※1

•フレッツ・マーケット※1

•ひかり電話

•フレッツ・テレビ伝送サービス※2

•フレッツ・スポット

•フレッツ・セッションプラス※3

•セットアップサービス※3

•訪問サポートサービス※3

•24時間出張修理オプション※3
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