
平成26年4月1日より実施

（旧） （新）

２．登録料等

2.1　インターネット接続サービス登録料

表-2.1

細目 単位 料金額 細目 単位 料金額

登録料 加入契約毎

 \3,000

(税込\3,150)

登録料 加入契約毎

\3,000-

(税込\3,240-)

2.2　DSL接続ｻｰﾋﾞｽに係る契約料

表-2.2

細目 単位 料金額 細目 単位 料金額

NTT契約料 利用回線毎

\800-

(税込\840-)

NTT契約料
利用回線毎

\800-

(税込\864-)

３．利用料

3.2　インターネット接続サービス利用料金額

表-3.2

種類 内容 料金額 種類 内容 料金額

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

10M

(*1)

CATV網を使用した最高速度下り10Mbps、上り512kbps

のインターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

 \4,180/月

(税込\4,389/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

10M

(*1)

CATV網を使用した最高速度下り10Mbps、上り512kbps

のインターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

 \4,180/月

(税込\4,514/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

30M

CATV網を使用した最高速度下り30Mbps、上り2Mbpsの

インターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

\4,190/月

(税込\4,399/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

30M

CATV網を使用した最高速度下り30Mbps、上り2Mbpsの

インターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

 \4,190/月

(税込\4,525/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

2M

CATV網を使用した最高速度下り2Mbps、上り512kbps

のインターネット接続

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

 \2,780/月

(税込\2,919/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

2M

CATV網を使用した最高速度下り2Mbps、上り512kbps

のインターネット接続

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

\2,770/月

(税込\2,991/月)
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ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

120M

CATV網を使用した最高速度下り120Mbps、上り10Mbps

のインターネット接続

・メールアドレス4個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

 \4,200/月

(税込\4,410月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

120M

CATV網を使用した最高速度下り120Mbps、上り10Mbps

のインターネット接続

・メールアドレス4個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

\4,200/月

(税込\4,536/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

8M

CATV網を使用した最高速度下り8Mbps、上り512kbps

のインターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

  \3,400/月

(税込\3,570/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

8M

CATV網を使用した最高速度下り8Mbps、上り512kbps

のインターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

\3,400/月

(税込\3,672/月)

CATVひかりﾈｯﾄ 30M

光ファイバ網を使用した最高速度下り30Mbps、上り

30Mbpsのインターネット接続

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

 \4,190/月

(税込\4,399/月)

CATVひかりﾈｯﾄ 30M

光ファイバ網を使用した最高速度下り30Mbps、上り

30Mbpsのインターネット接続

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

 \4,190/月

(税込\4,525/月)

CATVひかりﾈｯﾄ100M

光ファイバ網を使用した最高速度下り100Mbps、上り

100Mbpsのインターネット接続

・メールアドレス4個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

 \4,200/月

(税込\4,410月)

CATVひかりﾈｯﾄ100M

光ファイバ網を使用した最高速度下り100Mbps、上り

100Mbpsのインターネット接続

・メールアドレス4個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

 \4,200/月

(税込\4,536/月)

CATVひかりﾈｯﾄ8M

光ファイバ網を使用した最高速度下り8Mbps、

上り8Mbpsのインターネット接続

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

 \3,400/月

(税込\3,570月)

CATVひかりﾈｯﾄ8M

光ファイバ網を使用した最高速度下り8Mbps、

上り8Mbpsのインターネット接続

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

\3,400/月

(税込\3,672/月)

CATVひかりﾈｯﾄ1G

光ファイバ網を使用した最高速度下り1Gbps、

上り1Gbpsのインターネット接続

・メールアドレス4個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

\4,500/月

(税込\4,725月)

CATVひかりﾈｯﾄ1G

光ファイバ網を使用した最高速度下り1Gbps、

上り1Gbpsのインターネット接続

・メールアドレス4個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイト

を含む

\4,500/月

(税込\4,860/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放送

ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ 10Mあるいは30Mとﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放

送ｻｰﾋﾞｽあるいはﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用す

る場合に適用される割引

 \-400/月

(税込\-420/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放送

ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ 10Mあるいは30Mとﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放

送ｻｰﾋﾞｽあるいはﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用す

る場合に適用される割引

 \-400/月

(税込\-432/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

2M・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放

送ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ 2Mとﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽあるい

はﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用さ

れる割引

 \-200/月

(税込\-210/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

2M・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放

送ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ 2Mとﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽあるい

はﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用さ

れる割引

  \-200/月

(税込\-216/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

120M・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ

放送ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ 120Mとﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽある

いはﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用

される割引

 \-400/月

(税込\-420/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

120M・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ

放送ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ 120Mとﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽある

いはﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用

される割引

\-400/月

(税込\-432/月)



ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

8M・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放

送ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ 8Mとﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽあるい

はﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用さ

れる割引

 \-300/月

(税込\-315/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

8M・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放

送ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ 8Mとﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽあるい

はﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用さ

れる割引

\-300/月

(税込\-324/月)

CATVひかりﾈｯﾄ30M

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放送

ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

CATVひかりﾈｯﾄ30M とﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽあるい

はﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用さ

れる割引

 \-400/月

(税込\-420/月)

CATVひかりﾈｯﾄ30M

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放送

ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

CATVひかりﾈｯﾄ30M とﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽあるい

はﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用さ

れる割引

 \-400/月

(税込\-432/月)

CATVひかりﾈｯﾄ100M

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放送

ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

CATVひかりﾈｯﾄ100Mとﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽあるい

はﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用さ

れる割引

 \-400/月

(税込\-420/月)

CATVひかりﾈｯﾄ100M

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放送

ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

CATVひかりﾈｯﾄ100Mとﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽあるい

はﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用さ

れる割引

\-400/月

(税込\-432/月)

CATVひかりﾈｯﾄ8M

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放送

ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

CATVひかりﾈｯﾄ8Mとﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽあるいは

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用され

る割引

 \-300/月

(税込\-315/月)

CATVひかりﾈｯﾄ8M

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放送

ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

CATVひかりﾈｯﾄ8Mとﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽあるいは

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用され

る割引

\-300/月

(税込\-324/月)

CATVひかりﾈｯﾄ1G

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放送

ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

CATVひかりﾈｯﾄ1G とﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽあるい

はﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用さ

れる割引

\-400/月

(税込\-420/月)

CATVひかりﾈｯﾄ1G

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚﾋﾞ放送

ｻｰﾋﾞｽ同時利用

割引

CATVひかりﾈｯﾄ1G とﾃﾞｼﾞﾀﾙ多ﾁｬﾝﾈﾙ放送ｻｰﾋﾞｽあるい

はﾃﾞｼﾞﾀﾙ基本放送ｻｰﾋﾞｽを同時利用する場合に適用さ

れる割引

\-400/月

(税込\-432/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ

1.5M　(ﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ）

(*4)

DSLを使用した最高速度下り1.5Mbps、上り512kbpsの

インターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイトを含む

・モデムはレンタル

\2,800/月

(税込\2,940/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ

1.5M　(ﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ）

(*4)

DSLを使用した最高速度下り1.5Mbps、上り512kbpsの

インターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイトを含む

・モデムはレンタル

\2,800/月

(税込\3,024/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ

8M　(ﾓﾃﾞﾑ買取）

(*2)

DSLを使用した最高速度下り8Mbps、上り1Mbpsのイン

ターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイトを含む

・モデムは買取

\2,297/月

(税込\2,411/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ

8M　(ﾓﾃﾞﾑ買取）

(*2)

DSLを使用した最高速度下り8Mbps、上り1Mbpsのイン

ターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイトを含む

・モデムは買取

 \2,297/月

(税込\2,480/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ

8M　(ﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ）

(*5)

DSLを使用した最高速度下り8Mbps、上り1Mbpsのイン

ターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイトを含む

・モデムはレンタル

\2,967/月

(税込\3,114/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ

8M　(ﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ）

(*5)

DSLを使用した最高速度下り8Mbps、上り1Mbpsのイン

ターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイトを含む

・モデムはレンタル

\2,967/月

(税込\3,204/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ

12M　(ﾓﾃﾞﾑ買取）

(*3)

DSLを使用した最高速度下り12Mbps、上り1Mbpsのイ

ンターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイトを含む

・モデムは買取

\2,697/月

(税込\2,831/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ

12M　(ﾓﾃﾞﾑ買取）

(*3)

DSLを使用した最高速度下り12Mbps、上り1Mbpsのイ

ンターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイトを含む

・モデムは買取

\2,697/月

(税込\2,912/月)



ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ

12M　(ﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ）

(*6)

DSLを使用した最高速度下り12Mbps、上り1Mbpsのイ

ンターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイトを含む

・モデムはレンタル

 \3,367/月

(税込\3,534/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ

12M　(ﾓﾃﾞﾑﾚﾝﾀﾙ）

(*6)

DSLを使用した最高速度下り12Mbps、上り1Mbpsのイ

ンターネット接続サービス

・メールアドレス1個（100Mバイト）

・ホームページ容量30Mバイトを含む

・モデムはレンタル

\3,367/月

(税込\3,636/月)

3.3　 DSL接続ｻｰﾋﾞｽに係る回線利用料

　表-3.3

種類 内容 料金額 種類 内容 料金額

タイプ1

回線利用料

NTT加入電話とADSL利用回線を重畳する場合の回線利用

料

 \168/月

  (税込\176/月)

タイプ1

回線利用料

NTT加入電話とADSL利用回線を重畳する場合の回線利用

料

 \168/月

  (税込\181/月)

タイプ２

回線利用料

NTT加入電話とADSL利用回線を重畳しない専用線型の場

合の回線利用料

\1,429/月

(税込\1,500/月)

タイプ２

回線利用料

NTT加入電話とADSL利用回線を重畳しない専用線型の場

合の回線利用料

\1,429/月

(税込\1,543/月)

４．付加機能使用料

4.2　使用料

 表-4.2

種類 単位 料金額 種類 単位 料金額

３０ＭＢまで

 無料

３０ＭＢまで

 無料

３０ＭＢ越え５ＭＢごと

 \500/月

  (税込\525/月)

３０ＭＢ越え５ＭＢごと

\500/月

  (税込\540/月)

メールアドレス 追加１メールアドレス

\300/月

  (税込\315/月)

メールアドレス 追加１メールアドレス

\300/月

  (税込\324/月)

メールボックス容

量

１００ＭＢまで

無料

メールボックス容

量

１００ＭＢまで

無料

Webフィルタリン

グ

Webフィルタリングを

利用するインターネット接続サービス1加入契約ごと

 \200/月

  (税込\210/月)

Webフィルタリン

グ

Webフィルタリングを

利用するインターネット接続サービス1加入契約ごと

\200/月

  (税込\216/月)

迷惑メール対策 迷惑メール対策を利用するメールアドレスごと

\200/月

  (税込\210/月)

迷惑メール対策 迷惑メール対策を利用するメールアドレスごと

\200/月

  (税込\216/月)

無線LANルータ

１台ごと

\400/月

  (税込\420/月)

無線LANルータ

１台ごと

\400/月

  (税込\432月)

ホームページ容量 ホームページ容量



５．手続きに関する料金等

5.2　手続料

 表-5.2

種類 単位 料金額 種類 単位 料金額

メールアドレスの

変更

１回の設定作業ごと

\1,000/月

(税込\1,050/月)

メールアドレスの

変更

１回の設定作業ごと

 \1,000/月

(税込\1,080/月)

メール転送サービ

ス開始

1回の設定作業ごと

\1,000/月

(税込\1,050/月)

メール転送サービ

ス開始

1回の設定作業ごと

 \1,000/月

(税込\1,080/月)

メール転送サービ

ス停止

1回の設定作業ごと

\1,000/月

(税込\1,050/月)

メール転送サービ

ス停止

1回の設定作業ごと

 \1,000/月

(税込\1,080/月)

メール転送先変更 1回の設定作業ごと

\1,000/月

(税込\1,050/月)

メール転送先変更 1回の設定作業ごと

 \1,000/月

(税込\1,080/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄで

のIPｱﾄﾞﾚｽ種類の

変更

1回の設定作業ごと

\1,000/月

(税込\1,050/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄで

のIPｱﾄﾞﾚｽ種類の

変更

1回の設定作業ごと

 \1,000/月

(税込\1,080/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ・

CATVひかりﾈｯﾄでの

休止回線の再開

1回の開通作業ごと

\1,000/月

(税込\1,050/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ・

CATVひかりﾈｯﾄでの

休止回線の再開

1回の開通作業ごと

 \1,000/月

(税込\1,080/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

間・CATVひかりﾈｯﾄ

間ｻｰﾋﾞｽ品目変更

１の手続きごと

 \5,000/月

(税込\5,250/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

間・CATVひかりﾈｯﾄ

間ｻｰﾋﾞｽ品目変更

１の手続きごと

\5,000/月

(税込\5,400/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ間

ｻｰﾋﾞｽ品目変更(*4) １の手続きごと

 \2,000/月

(税込\2,100/月)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ間

ｻｰﾋﾞｽ品目変更(*4) １の手続きごと

 \2,000/月

(税込\2,160/月)

６．工事に関する費用

6.2  工事費

種類 内容 料金額 種類 内容 料金額

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ・

CATVひかりﾈｯﾄ

標準工事費

標準作業工程内での引込および宅内

工事に終始する工事

 \40,000-

  (税込\42,000-

)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ・

CATVひかりﾈｯﾄ

標準工事費

標準作業工程内での引込および宅内

工事に終始する工事

 \40,000-

  (税込\43,200-

)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ・

CATVひかりﾈｯﾄ

宅内工事費

標準作業工程内での宅内工事に終始する工事

 \13,000-

  (税込\13,650-

)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ・

CATVひかりﾈｯﾄ

宅内工事費

標準作業工程内での宅内工事に終始する工事

 \13,000-

  (税込\14,040-

)

      (*4) NTT局内工事費　タイプ1：\3,050-(税込\3,202-)

　　　　　　　　　　　　　 タイプ２：\1,200-(税込\1,260-)

         が別途必要になります。(「料金表6.3  DSL接続ｻｰﾋﾞｽに係る工事費」参照)

      (*4) NTT局内工事費　タイプ1：\3,050-(税込\3,294-)

　　　　　　　　　　　　　 タイプ２：\1,200-(税込\1,296-)

         が別途必要になります。(「料金表6.3  DSL接続ｻｰﾋﾞｽに係る工事費」参照)



6.2  工事費

6.3  DSL接続ｻｰﾋﾞｽに係る工事費

種類 内容 料金額 種類 内容 料金額

NTT局内工事費

（NTTより請求）

 \3,050-

(税込\3,202-)

NTT局内工事費

（NTTより請求）

\3,050-

(税込\3,294-)

標準モデム設置工事費

（お客様が当社設置を希望される場合）

\9,800-

(税込\10,290-)

標準モデム設置工事費

（お客様が当社設置を希望される場合）

\9,800-

(税込\10,584-)

NTT局内工事費

（NTTより請求）

 \1,200-

(税込\1,260-)

NTT局内工事費

（NTTより請求）

 \1,200-

(税込\1,296-)

お客様宅保安器までの配線工事

（NTTより請求）

 \1,000-

(税込\1,050-)

お客様宅保安器までの配線工事

（NTTより請求）

\1,000-

(税込\1,080-)

標準モデム設置工事費

（新規宅内配線なし）

\9,800-

(税込\10,290-)

標準モデム設置工事費

（新規宅内配線なし）

\9,800-

(税込\10,584-)

標準モデム設置工事費

（新規宅内配線あり）

 \14,000-

(税込\14,700-)

標準モデム設置工事費

（新規宅内配線あり）

\14,000-

(税込\15,120-)

７．損害金等

７．２　損害金

種類 内容 料金額 種類 内容 料金額

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

2M,8M,10M,30M,120M用モデム

 \10,000-

(税込\10,500-)

ｽｰﾊﾟｰⅡCATVﾈｯﾄ

2M,8M,10M,30M,120M用モデム

 \10,000-

(税込\10,800-)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ用

モデム

\10,000-

(税込\10,500-)

ｽｰﾊﾟｰⅡADSLﾈｯﾄ用

モデム

 \10,000-

(税込\10,800-)

CATVひかりﾈｯﾄ8M,30M,100M,1G用

D-ONU

 ￥15,000-

(税込\15,750-)

CATVひかりﾈｯﾄ8M,30M,100M,1G用

D-ONU

￥15,000-

(税込\16,200-)

無線LANルータ

\10,000-

(税込\10,500-)

無線LANルータ

 \10,000-

(税込\10,800-)

タイプ１工事費

タイプ２工事費

損害金

タイプ１工事費

タイプ２工事費

損害金


