
転用・料金・キャンペーンについて 

■＠T COM（アットティーコム）ヒカリプラン／光サービスメニューについて

[東日本サービスエリアのお客様] 

＠T COM（アットティーコム）ヒカリ

プラン 
光サービスメニュー 

ファミリータイプ 

1G 

200M 

100M 

マンションタイプ 

1G ミニ※1 

プラン 1※2 

プラン 2※3 

200M 

100M 

※1 マンション・ミニは、集合住宅またはビル単位に 4件以上の契約が見込まれる場合にお申し込みいた

だけます。 

※2 マンション・プラン 1は、集合住宅またはビル単位に 8件以上の契約が見込まれる場合にお申し込み

いただけます。 

※3 マンション・プラン 2は、集合住宅またはビル単位に 16 件以上の契約を代表者から 一括申込が可能

な場合にお申し込みいただけます。 

[西日本サービスエリアのお客様] 

＠T COM（アットティーコム）ヒカリ

プラン 
光サービスメニュー 

ファミリータイプ 

1G 

200M 

100M 

マンションタイプ 

1G ミニ※1 

プラン 1※2 

プラン 2※3 

200M 

100M 

※1 マンション・ミニは、集合住宅またはビル単位に 6件以上の契約が見込まれる場合にお申し込みいた

だけます。 

※2 マンション・プラン 1は、集合住宅またはビル単位に 8件以上の契約が見込まれる場合にお申し込み

いただけます。 

※3 マンション・プラン 2は、集合住宅またはビル単位に 16 件以上の契約を代表者から 一括申込が可能

な場合にお申し込みいただけます。 

■フレッツ光からの転用について

NTT 東日本・NTT 西日本で提供しているフレッツ光をご利用されているお客様が、当社の提供する＠T COM

（アットティーコム）ヒカリに契約を変更されることを「転用」といいます。サービスの提供者は株式会

社 TOKAI コミュニケーションズになるため、NTT 東日本・NTT 西日本から転用後のサービス内容や料金につ

いては、一部変更となる場合があります。 

■転用手続きについて

 転用手続きでは、お客様ご自身で NTT 東日本・NTT 西日本から転用承諾番号を取得していただき、そ

の番号をもとに当社へ転用のお申し込みをしていただく必要があります。 

 事前に転用承諾番号を取得していただけるとお手続きがスムーズになります。 

 転用承諾番号取得の際には以下の情報が必要となります。 

① フレッツ光の契約 ID、またはひかり電話番号

② フレッツ光の契約者名

③ フレッツ光の利用場所住所

④ フレッツ光利用料金の支払い方法および関連情報

※ なお、取得した転用承諾番号の有効期限は 15 日間です。「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」へ

の転用お申し込みには、転用承諾番号有効期限まで 10 日間以上残っている必要があります。 



※ 転用承諾番号有効期限までの残日数が 10 日間未満となる場合は、あらためて転用承諾番号の取得を

お願いします。 

■NTT 転用受付先について

NTT 東日本エリア NTT 西日本エリア 

電話 
0120-140-202 (9：00～17：00) 

土日・祝日も営業(年末年始を除きます) 

0120-553-104 (9：00～21：00) 

土日・祝日も営業(年末年始を除きます) 

WEB 
http://flets.com/tenyo/(8：30～22：00) 

土日・祝日も営業(年末年始を除きます) 

※ 受付時間中でも電話の混雑状況では繋がりにくい場合があります。

■＠T COM（アットティーコム）ヒカリ初期費用について

[事務手数料] 税抜価格 

＠T COM（アットティーコム）プラン 事務手数料 キャンペーン適用 

ファミリータイプ 
3,000 円 実質無料※ 

マンションタイプ 

※ 事務手数料無料キャンペーン適用後の料金です。

[新規工事費]  税抜価格 

工事区分 
＠T COM（アットティ

ーコム）ヒカリプラン 

工事費 キャンペーン

適用 (一括払い) (分割払い) 

派 遣

工 事

あり 

屋内配線

を新設す

る場合 

ファミリータイプ 18,000 円 1 回目以降:600 円×30 回 実質無料※ 

マンションタイプ 
15,000 円 1 回目以降:500 円×30 回 実質無料※ 

屋内配線

を新設し

ない場合 

ファミリータイプ 

7,600 円 
[初回 350 円]+[2 回目以

降:250 円×29 回] 
実質無料※ マンションタイプ 

派遣工事なし 
ファミリータイプ 

2,000 円 － 実質無料※ 
マンションタイプ 

※ 工事費無料キャンペーン適用後の料金です。

※ 上記は代表的な工事費です。土休日工事費、夜間深夜工事費、＠T COM（アットティーコム）ヒカリ

電話等のオプションサービスの初期費用などは別途かかります。 

※ 支払方法は一括払いと分割払いから選べます。なお、分割払いの途中で残金を一括でお支払いいただ

くこともできます。 

※ 分割払いの途中で「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」を解約する場合もしくは他コースに変更

された場合は、新規開通工事費の残額を一括でお支払いいただきます。 

※ 派遣工事は NTT 東日本・NTT 西日本の工事会社が実施します。

■事務手数料無料キャンペーンについて

税抜価格 

＠T COM（アットティーコム）をご利用中のお客様 

申込期間 2015年 7月 1日～2015年 8月 31日 

対象となる方 「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」にお申し込みの方 

割引内容 事務手数料と同額(3,000 円)を初回請求額から値引きします。 

※ 本キャンペーンへの別途申し込みは必要ありません。条件を満たせば自動的に適用されます。

※ 本キャンペーンは延長される場合があります。



■工事費無料キャンペーンについて

税抜価格 

申込期間 2015年 7月 1日～2015年 8月 31日 

対象 
キャンペーン期間中に「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」および 2 年バリューパックに

同時に申し込みされ、新規に光回線を敷設される方 

対象外 

・「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」および２年バリューパックを同時にお申し込みされ

ない方 

・転用される方 

割引 

内容 

[派遣工事ありの場合] 

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ  ファミリータイプ 屋内配線を新設の場合：「＠T COM

（アットティーコム）」の月額料金から 600 円/月×30 ヶ月割引 [総額：18,000 円] 

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ  マンションタイプ 屋内配線を新設の場合：「＠T COM

（アットティーコム）」の月額料金から 500 円/月×30 ヶ月割引 [総額：15,000 円] 

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ  ファミリータイプ／＠T COM（アットティーコム）ヒ

カリ マンションタイプ 屋内配線を新設しない場合：「＠T COM（アットティーコム）ヒカ

リ」の月額料金から 初回 350 円/月、2回目以降 250 円/月×29 ヶ月割引 [総額：7,600 円] 

[派遣工事なしの場合] 

＠T COM（アットティーコム）ヒカリ  ファミリータイプ/マンションタイプ 「＠T COM（ア

ットティーコム）ヒカリ」の月額料金から 初回 260 円/月、2回目以降 60 円/月×29 ヶ月

割引 [総額：2,000 円] 

開通期限 2016年 1月 31日 

※ 本キャンペーンへの別途の申し込みは必要ありません。条件を満たせば自動的に適用されます。

※ 初期工事費一括払い、分割払いに関わらず割引は適用されます。

※ 上記以外の工事は対象外です(移転工事費、品目変更工事費、夜間・深夜工事の割増工事費、土休日

加算額等)。 

※ 本キャンペーン適用期間中に「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」を解約する場合、実質無料と

なりません。 

※ 本キャンペーンは延長される場合があります。

■＠T COM（アットティーコム）ヒカリ月額費用について

税抜価格 

＠T COM（アットティー

コム）ヒカリ 

プラン 

標準料金 

（ISP+光回線） 

2 年 

バリューパック 

早割キャンペーン 

（12 ヶ月間割引） 

ファミリータイプ 6,400 円 5,100 円 
転用のお客様：4,800 円※1 

新規のお客様：4,600 円※2 

マンションタイプ 5,000 円 3,800 円 
転用のお客様：3,700 円※1 

新規のお客様：3,600 円※2 

※ 1 転用のお客様とは、既に＠T COM（アットティーコム）会員で光回線転用のみのお客様を指します。

※ 2 新規のお客様とは、新たにプロバイダー契約と光回線をセットでお申し込みのお客様を指します。

※ NTT西日本エリアでヒカリ電話のご契約がない場合、ホームゲートウェイ機器レンタル料として

   250円（税抜）/月がかかります。

■2年バリューパックについて

税抜価格 

対象 「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」および 2年バリューパックをお申込みされる方 

対象外 2 年バリューパックのお申し込みをされない方 

割引内容 
 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ ファミリータイプ 1,300 円/月 割引 

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ マンションタイプ 1,200 円/月 割引 

申込有無 本割引への申し込みが別途必要です。 

割引開始日 
 転用もしくは新規申し込みと同時に 2年バリューパックをお申し込み頂いた場合は、転

用完了日もしくはご利用開始日（工事完了日）の当月より割引いたします。 



 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリをご利用中のお客様で、2年バリューパックをお

申し込み頂いた場合は、お申し込みの翌月より割引いたします。 

※ 2 年バリューパックとは、＠T COM（アットティーコム）ヒカリを 24 ヶ月単位の利用期間でご契約い

ただくことで、月額利用料を割り引くプランを指します。 

※ 2 年バリューパックの利用期間は 24 ヶ月単位（自動更新）です。利用開始月の翌月を 1 ヶ月目とし、

24 ヶ月目までを契約期間とします。24 ヶ月目が契約更新月となり、お客様から変更のお申し出がな

い場合は、24 ヶ月単位の契約期間にて自動更新となります。 

※ 24 ヶ月ごとの契約更新月以外にお客様都合により、2年バリューパックを解約した場合には、12,000

円（税抜）の契約解除料をお支払いいただきます。 

※ 転用完了日を含む月については、転用完了日の前日までの「NTT フレッツ光」料金は NTT 東日本・NTT

西日本から日割り計算にて請求されます。転用完了日以降の「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ

光回線」料金は株式会社 TOKAI コミュニケーションズより日割り計算にて請求いたします。 

■サンクス割キャンペーンについて

税抜価格 

＠T COM（アットティーコム）をご利用中のお客様 

申込期間 2015年 7月 1日～2015年 8月 31日 

対象 
「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」および 2年バリューパックを上記の期間内に同

時にお申し込みの方 

対象外 2 年バリューパックのお申し込みをされない方 

割引内容 

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ ファミリータイプ 300円/月×12ヶ月割

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ マンションタイプ 100円/月×12ヶ月割引 

割引開始月 転用完了日もしくはご利用開始日（工事完了日）の翌月より 12 ヶ月間割引いたします。 

※ 本キャンペーンへの別途申し込みは必要ありません。条件を満たせば自動的に適用されます。

■端末レンタル費用について

税抜価格 

＠T COM（アットティーコム）

ヒカリ プラン 

光サービス 

メニュー 
エリア ご利用形態 

端末 

レンタル代金 

ファミリータイプ 

マンションタイプ 
1G 

東日本エリアの 

お客様 1G 対応無線

LAN ルーター 

300 円 

西日本エリアの 

お客様 
300 円 

■移転工事費割引キャンペーンについて

税抜価格 

＠T COM（アットティーコム）をご利用中のお

客様 

新たに＠T COM（アットティーコ

ム）に加入されるお客様 

申込期間 2015年 7月 1日～2015年 8月 31日 

対象となる方 「フレッツ光」または「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」をご利用中で、キ



ャンペーンお申し込み期間中に移転をお申し込みの方 

割引内容 

[派遣工事ありの場合] 

屋内配線を新設する場合 

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ ファミリータイプ：18,000円⇒9,000円 

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ マンションタイプ：15,000円⇒7,500円 

屋内配線を新設しない場合 

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ ファミリータイプ／マンションタイプ：

7,600円⇒6,500円 

開通期限 2016年 2月 29日 

※ 本キャンペーンへの別途申し込みは必要ありません。条件を満たせば自動的に適用されます。

※ 上記以外の工事は対象外です(品目変更工事費、夜間・深夜工事の割増工事費、土休日加算額等)。

※ 本キャンペーンは延長される場合があります。

※ 派遣工事は NTT東日本・NTT西日本の工事会社が実施します。

■NTT東日本・NTT西日本の「ひかり電話」からの転用について

NTT 東日本・NTT 西日本の「ひかり電話」をご利用中のお客様は「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」

へ転用後、自動的に「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話」へ転用されます。 

■転用後のプランおよびプラン変更について

現在ご契約中の 

NTT東日本・NTT西日本のひかり電話プラン 

転用後の 

＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話プラン 

ひかり電話 基本プラン 
＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話 

基本プラン 

ひかり電話 A（エース） 
＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話 

オプションパックプラン 

※ ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話にて新規にご利用となる電話番号（加入電話などからの番

号ポータビリティではない電話番号）は、＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話専用の電話番号

になります。 

※ ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話解約時に、番号ポータビリティをして同じ電話番号を継続

利用することはできません。 

※ NTT 東日本・NTT 西日本の「ひかり電話 基本プラン」を当社の「＠T COM（アットティーコム）ヒカ

リ電話 基本プラン」へ、「ひかり電話 A（エース）」を「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話 オ

プションパックプラン」へそれぞれ転用し、「ひかり電話」から「＠T COM（アットティーコム）ヒカ

リ電話」へ転用する場合、「ひかり電話」のご利用プランや付加サービスの変更はできません。 

※ NTT東日本・NTT西日本の「ひかり電話 基本プラン」を当社の「＠T COM（アットティーコム）ヒカ

リ電話 オプションパックプラン」へ、また NTT 東日本・NTT 西日本の「ひかり電話 A（エース）」を

当社の「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話 基本プラン」へ転用することはできません。ご希

望の場合は、転用後にご利用プランの変更手続きを行ってください。なお、当社の「＠T COM（アッ

トティーコム）ヒカリ電話 基本プラン」を「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話 オプション

パックプラン」へ変更する場合、工事費 2,000円【基本工事費 1,000円（税抜）、交換機等工事費 1,000

円（税抜）】がかかります。 

※ NTT 東日本・NTT 西日本が提供している「安心プラン」、「もっと安心プラン」は転用できません。転

用のお手続き前に NTT 東日本・NTT 西日本で「基本プラン」または「ひかり電話 A(エース)」へプラ

ンを変更してください。 

※ NTT 東日本・NTT 西日本の「ひかり電話」の付加サービス「テレビ電話チョイス定額」は転用できま

せん。転用のお手続き前に NTT 東日本・NTT 西日本で「テレビ電話チョイス定額」の解約をしてくだ

さい。なお、「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話」でテレビ電話をご利用の場合はすべて従量

課金となります。 

※ 「ひかり電話 A（エース）」から「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話 オプションパックプラン」

へ転用した場合でも、「ひかり電話 A（エース）」の無料通話（480円）は引き継がれません。また、「＠



T COM（アットティーコム）ヒカリ電話 オプションパックプラン」の無料通話は転用が完了した翌月

からの適用となります。 

■＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話初期費用について

税抜価格 

契約料 800 円 

工事費用 
派遣工事あり 4,500 円 

派遣工事なし 1,000 円 

※ 「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話」を新規にお申込みいただいたお客様のみ対象です。

※ NTT 東日本・NTT 西日本の「ひかり電話」から転用されたお客様については初期費用は掛かりません。

※ 派遣工事は NTT 東日本・NTT 西日本の工事会社が実施します。

■＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話月額利用料金について

税抜価格 

月額基本料 
月額基本料に含まれ

る通話料 

月額基本料に含まれ

る通話料金を超過後

の通話料 

月額基本料に含まれる

付加サービス 

基本プラン 500 円 － － 

オプション 

パックプラン 
1,500 円 

480 円の通話 

※最大 3時間相当 
8 円／3分 

 発信者番号表示 

 番号通知リクエスト 

 割込電話 

 転送電話 

 迷惑電話拒否 

 着信お知らせメール 

※ ご利用料金は毎月 1日から月末までの期間において計算します。

※ ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話のご利用には、「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」の

契約が必要です。 

※ 上記料金表の料金に加え、1電話番号ごとに毎月ユニバーサルサービス料が必要となります。

※ ユニバーサルサービス料については社団法人電気通信事業者協会（http://www.tca.or.jp/）をご覧

ください。 

※ 月額料金についてご利用開始した月と月の途中で解約した月は日割り計算となります。

※ 別途、「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」および端末レンタル費用がかかります。

※ ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話と同時に「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話 オプ

ションパックプラン」をお申し込みの場合、＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話のご利用開始

日を含む月の翌月から適用となります。また＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話ご利用開始後

に、基本プランからオプションパックプランへ変更した場合は、プラン変更のお申し込みを弊社が承

諾した日を含む月の翌月から適用開始となります。 

※ 加入電話、INS ネット、＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話、NTT 東日本・NTT 西日本が提供す

るひかり電話（法人向けひかり電話含む）への通話が対象です。（災害募金番組、携帯電話への通話

やデータ接続通信での通信などは対象外）。月額利用料に含まれる通話料は、音声通話 3 分 8 円（税

抜）、利用帯域 2.6Mbps までのテレビ電話 3分 15 円（税抜）、利用帯域 2.6Mbps を超えるテレビ電話 3

分 100 円（税抜）で計算し、ご利用開始月の翌月から適用となります。また、ご利用月内で 480 円分

使いきれなかった場合は⁸ │ ⌐ ╡ ↕╣╕∆⁹ ⌐ ™ ╠⌂⅛∫√ ⁸ ≤⌂╡

╕∆⁹
※ 発信者番号表示のご利用には、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機が必要です。

※ 番号通知リクエストのご利用には、あわせて発信者番号表示のご契約が必要です。

※ 停電時は緊急通報を含む通話ができません。

■＠T COM（アットティーコム）ヒカリ機器レンタル料金について

[ヒカリ電話ルーター] 税抜価格 

ヒカリ回線種別
＠T COM（アットティーコム）ヒ

カリタイプ 
月額レンタル料金 

1G（ギガ）
ファミリータイプ 300 円 

マンションタイプ 300 円 



200M／100M（メガ） 
ファミリータイプ 300 円 

マンションタイプ 450 円 

※ 1G ファミリー、マンションタイプの機器レンタル料金は、1G 対応無線 LAN ルーターのレンタル料金

に含まれます。 

[無線 LAN カード] 税抜価格 

ヒカリ回線種別 
＠T COM（アットティーコム）ヒ

カリタイプ 

月額レンタル料金 

（1枚ごと） 

200M／100M（メガ） 各タイプ共通 100 円 

■＠T COM（アットティーコム）ヒカリ リモートサポートについて

[NTT 東日本、NTT 西日本からの転用について] 税抜価格 

NTT サービス名称 転用後のサービス名称 月額料金 

NTTリモートサポートサ

ービスをご利用中のお

客様 

NTTリモートサポートサ

ービス ＠T COM（アットティー

コム）ヒカリ 

リモートサポート 

500 円 
NTTリモートサポートサ

ービスをご利用中では

ないお客様 

－ 

※ NTT リモートサポートサービスをご利用中のお客様は「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」転用時

に自動的に同サービスも転用されます。 

■「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ テレビ・オプション」について

[NTT 東日本、NTT 西日本からの転用について] 税抜価格 

NTT サービス名称 転用後のサービス名称 月額料金 

NTT フレッツ・テレビを

ご利用中のお客様 
NTT フレッツ・テレビ 

＠T COM（アットティー

コム）ヒカリ 

テレビ・オプション 

660 円 NTT フレッツ・テレビを

ご利用中ではないお客

様 

－ 

※ NTT フレッツ・テレビをご利用中のお客様は「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」転用時に自動的

に同サービスも転用されます。 



注意事項 

[＠T COM（アットティーコム）ヒカリについて] 

 お客さまのご利用場所・ご利用住所が＠T COM（アットティーコム）ヒカリのサービスエリアであるこ

とをご確認ください。一部、行政区分と異なる場合があります。また、NTT 東日本・NTT 西日本の設備

状況などによりサービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合があり

ます。なお、NTT 東日本・NTT 西日本で光回線が敷設できなかった場合、＠T COM（アットティーコム）

ヒカリのお申し込みを取り消しさせていただく場合があります。 

 通信速度はベストエフォートです。お客さまのご利用環境（パソコン等のご利用端末の処理能力、ハブ

やルーターなどのご利用機器の機能・処理能力、 無線 LAN の規格、LAN ケーブルの規格、集合住宅の

場合は当該建物内の伝送方式、電波の影響等）、回線の混雑状況、ご利用時間帯によっては大幅に低下

することがあります。 

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話でご利用の電話番号は、＠T COM（アットティーコム）ヒカリ

電話解約時に、番号ポータビリティして同じ電話番号を継続利用することはできません。（加入電話な

どからの番号ポータビリティでご利用の電話番号を、NTT 東日本、NTT 西日本の加入電話などへ番号ポ

ータビリティして継続利用する場合を除く） 

 本サービスは NTT 東日本・NTT 西日本のフレッツ網へ接続した通信でのご利用になります。 

 回線終端装置等の機器はレンタル品となります。お取り扱いには十分にご注意ください。お客様の過失

により、回線終端装置等に故障が発生した場合、故障修理費用についてお客様にご請求させていただく

場合があります。 

 設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスを利用いただけない場合があ

ります。 

 無線 LAN の利用にはお客様自身でホームゲートウェイ、無線 LAN カード、Wi-Fi 対応機器の接続設定が

必要な場合があります。 

 お客様の申込み回線タイプによってはお客様宅内での工事を実施する場合があります。また、ONU 等を

事前に送付してお客様ご自身で取り付けが必要になる場合があります。※宅内での工事が必要な場合、

NTT 東日本・NTT 西日本指定の工事業者が工事を実施します。 

[料金について] 

 ＠T COM（アットティーコム）をご利用中のお客さまが、＠T COM（アットティーコム）ヒカリ開始時の

工事費を分割払いで支払われていて、残額があるまま移転や品目変更等される場合、新規開通工事費の

残額分の分割払いは継続されます。 

 NTT 東日本フレッツ光加入時の工事費を月額利用料と同時に分割でお支払いになっている場合、残額の

お支払いは転用完了後の翌々月より＠T COM（アットティーコム）より引き続き分割でご請求いたしま

す。なお、キャンペーン等で工事費相当額の割引キャンペーンの適用を受けている場合も継続されます。 

 ＠T COM（アットティーコム）フレッツ光コース トク割プランから本サービスへ変更される場合、トク

割プランの契約解除料はかかりません。 

 NTT 東日本の割引サービス（にねん割等）は解約となりますが、中途解約金はかかりません。 

 転用に伴うお支払い方法の変更はございませんが、クレジットカード決済または、口座振替のご登録を

していただいていないお客様については、コンビニ払込用紙でのお支払いとなり、発行手数料 1通につ

き 300 円（税抜）が発生いたします。 

 「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ電話」の 1 電話番号毎に毎月ユニバーサルサービス料をお支払

いいただきます。 

 オプションサービスによっては、請求が１ヶ月～2ヶ月前後にずれる場合があります。 

[転用について] 

 NTT 東日本・NTT 西日本で提供しているフレッツ光をご利用されているお客さまが、当社の提供する＠T 

COM（アットティーコム）ヒカリに契約を変更されることを「転用」といいます。サービスの提供者は

株式会社 TOKAI コミュニケーションズになるため、NTT 東日本・NTT 西日本から転用後のサービス内容

や料金については、一部変更となる場合があります。  

 ご利用中のサービス等によっては料金がお得にならない場合があります。  

 他社より＠T COM（アットティーコム）ヒカリに転用時、現在ご利用中のプロバイダが定める違約金等、

契約解除料が発生する場合があります。現在ご利用中のプロバイダにご確認ください。 



 他社より＠T COM（アットティーコム）ヒカリに転用時、現在ご利用中のプロバイダ契約における、接

続 ID・パスワード、メールアドレス、オプションサービス等についてはご利用いただけません。 継続

利用をご希望の場合は現在ご利用中のプロバイダにご確認ください。 

 転用の際に卸提供を行わない NTT 東日本・西日本の付加サービスについては従来通り各社からの料金請

求が継続されます。 

 NTT 東日本・NTT 西日本の「フレッツ光」の「ひかり電話 A（エース）」から当社の「＠T COM（アット

ティーコム）ヒカリ電話 オプションパックプラン」へ転用の場合、付加サービス工事費はかかりませ

ん。新規や追加で付加サービスをご利用の場合、付加サービス工事費がかかる場合があります。  

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリにお申し込みいただく際、ひかり電話の番号はそのまま転用でき

ますが、＠T COM（アットティーコム）ヒカリを解約し、他社サービスに変更される際は、電話番号は

変更になります。あらかじめご注意ください。  

 「フレッツ光」から「＠T COM（アットティーコム）ヒカリ」に転用いただいた場合は、「フレッツ光」

オプションの「ひかり電話」、「リモートサポートサービス」、「フレッツ・テレビ」も合わせて転用され

ることをご了承いただきます。  

 NTT 東日本・NTT 西日本のフレッツ初期工事費用を分割払いでお支払いいただいているお客さまで、転

用が完了した時点で当該費用のお支払いが残っている場合、残額のお支払いは転用完了後の翌々月より

＠T COM（アットティーコム）より引き続き分割でご請求いたします。なお、キャンペーン等で工事費

相当額の割引キャンペーンの適用を受けている場合も継続されます。 

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリにお申し込みいただいた後、転用のお手続き完了後に NTT 東日本・

NTT 西日本が提供している各種ポイントサービスのポイントが失効となりますので、ご注意ください。  

 転用に伴い、光サービスメニューが変更となる場合は、別途工事費用が発生いたします。 

 NTT 東日本・NTT 西日本が提供するオプションサービスがあり、契約者名を変更する場合は NTT 東日本・

NTT 西日本の契約者名を変更することを同意していただきます。なお、変更後の契約者名確認のため、

NTT 東日本・NTT 西日本より連絡をすることがあります。 

 本サービスを解約する場合、オプションサービスはすべて解約になります。また、NTT 東日本・NTT 西

日本と契約しているオプションサービスも自動で解約になります。 

 本サービスの利用開始前キャンセルは、転用日の 4暦日前までになります。 

 本サービス利用開始後、再度、NTT 東日本・NTT 西日本や光コラボレーション事業者への転用はできま

せん。光回線の廃止、新設が必要になります。 

[保守について] 

 NTT 東日本・NTT 西日本の設備メンテナンスのため、サービスを一時中断する場合があります。 

 故障発生時は、＠T COM（アットティーコム）カスタマーセンターへご連絡ください。当社より NTT 東

日本・NTT 西日本へ故障箇所の調査依頼をします。故障箇所によっては NTT 東日本・NTT 西日本から直

接お客様へ連絡する場合があります。 

[その他] 

 お客さまの個人情報に関し、＠T COM（アットティーコム）ヒカリを提供するために必要な情報を、当

社が NTT 東日本・NTT 西日本に開示することをご承諾いただきます。 



重要事項説明 

本サービスは、株式会社 TOKAI コミュニケーションズ（以下、当社）の定める「＠T COM（アットティーコ

ム）ヒカリ契約約款」等および「@T COM(アットティーコム)ヒカリ利用規約」等に基づいて提供します。 

[責任の制限および免責について] 

 当社の責めに帰すべき理由によりサービスを提供しなかったときは、原則としてサービスを全く利用で

きなかった状態にあることを当社が認識した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき

に限り、お客さまの損害を賠償します。この場合、その全く利用できなかった状態が連続した時間につ

いて 24 時間ごとに日数を計算（24 時間未満の端数は切り捨て）し、その日数に対応するご利用料金に

限り、発生した損害とみなして賠償します（詳細は契約約款 をご覧ください）。 

 当社は契約約款の変更等によりお客さまの設備の改造・変更が必要となった場合であっても、それに要

する費用は原則として負担しません。 

[利用中止および利用停止について] 

 当社の電気通信設備の保守または工事上、やむを得ない場合、あらかじめお客さまに通知（＠T COM（ア

ットティーコム）ホームページ掲載等）してサービスの利用を中止することがあります。（緊急の場合

は通知せずに中止することがあります。） 

 当社は、当社の電気通信設備（これに附属する設備を含みます）を不正アクセス行為から防御するため

に必要な場合には、サービスの一部または全部の利用を中止することがあります。 

 以下の行為があった場合は、サービスの利用を停止することがあります。 

- 料金その他の債務について支払期日を経過してもお支払いいただけない行為 

- 当社の承諾無く、不特定の第三者に利用させる行為 

- 契約約款に定める契約者の義務規定にお客さまが違反した場合、その他契約約款の規定に反する

行為であって、当社の業務の遂行または当社の設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれ

のある行為 

- 主務官庁による法令、ガイドライン等に反する行為、またはそれに類する行為 

- 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、または法令に反する態様でサービス

を利用すること（以下※の行為を含みます）は、契約者の義務規定に反することになりますので、

ご注意ください。 

※知的財産権の侵害、他人の財産・プライバシー・肖像権の侵害、誹謗中傷行為、犯罪行為または誘発・ 

扇動行為、わいせつ・児童ポルノ・児童虐待にあたる画像 もしくは文書の送信・掲載、無限連鎖講 

の開設および勧誘、情報の改ざん・消去、なりすまし行為、有害なプログラム等の送信または受信可 

能な状態での放置、 同意なしの不特定多数への商業的宣伝・勧誘メール・嫌悪感を抱くまたは抱く 

おそれのあるメールの送信等の行為 

 サービスの利用を停止した場合は、利用停止期間中の＠T COM（アットティーコム）ヒカリ利用料はお

支払いいただきます。 

[電話によるテクニカルサポート内容について] 

 インターネット接続・ヒカリ電話・メール等の設定、操作方法についてサポート料無料にて電話サポー

トします。 

 対象となるお客さま 

- ＠T COM（アットティーコム）ヒカリにご契約中で、下記のサポート対象 OS およびサポート対象

機器をご利用のお客さま 

 サポート対象 OS 

- Windows Vista®（SP2）、Windows® 7/8/8.1、Mac OS X v10.7 以上 ※サポート対象は日本語 OS

に限ります。 

 受付電話番号について 

- ＠T COM（アットティーコム）カスタマーセンターの電話番号は、お客さまが＠T COM（アットテ

ィーコム）ヒカリにお申し込み後、当社より郵送にてお送りする「登録完了のお知らせ」または

メールにてお送りする「申込み完了のお知らせ」に記載されている「お問い合わせ先」をご覧く



ださい。 

[電子メール等でのご案内について] 

 各種サービス情報（一部提供先等第三者の広告・宣伝を含む）のほか、料金の変更、工事連絡などの重

要な情報を電子メール等にてご連絡します。 

 電子メール等でのご案内を希望されない場合、またはご案内の再開をご希望の場合は、お客さまから申

し出ていただくことにより、送信を中止または再開します。ただし、その場合でも、料金の変更等の重

要な情報については電子メール等でのご連絡を行います。  

※ 電子メール等とは電子メールの他、電話、郵送等を含みます。

[解約について] 

 ＠T COM（アットティーコム）ヒカリの各種サービスを解約される場合は、「＠T COM（アットティーコ

ム）カスタマーセンター」までお問い合わせください。 

 以下の行為があった場合は、サービスを解約することがあります。 

- サービスの利用を停止した行為が解消されない場合 

- 契約約款に定める契約者の義務規定にお客さまが違反した場合、その他契約約款の規定に反する

行為であって、当社の業務の遂行または当社の設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼす行為と

認められる場合 

[お申し込みについて] 

 お客さまのご利用場所が＠T COM（アットティーコム）ヒカリのサービスエリアであることをご確認く

ださい。一部、行政区分と異なる場合があります。また、NTT 東日本・NTT 西日本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く場合や、サービスをご利用いただけない場合があります。なお、

NTT 東日本・NTT 西日本で光回線が敷設できなかった場合、＠T COM（アットティーコム）ヒカリのお申

し込みを取り消しさせていただく場合があります。 

 NTT 東日本・NTT 西日本で提供しているフレッツ光をご利用されているお客さまが、当社の提供する＠T 

COM（アットティーコム）ヒカリに契約変更いただくことが可能です。 

[利用料金について] 

 お申し込み時には新規開通工事費用と事務手数料が別途かかります。 

 月額費用（月々必要な費用）は、＠T COM（アットティーコム）月額基本料と機器レンタル代金等です。 

 ご利用料金は毎月 1日から月末までの期間において計算します。 

 月途中に利用もしくは転用開始された場合は、＠T COM（アットティーコム）ヒカリ回線料金のみ日割

り計算にてお支払いただきます。なお、NTT フレッツ光回線をご利用期間分については、NTT 東日本・

NTT 西日本より日割り計算にて請求されます。月途中に解約もしくは他コースに変更された場合は、@T 

COM（アットティーコム）ヒカリ月額費用を日割り計算にてお支払いいただきます。 

 ご利用がない月であっても、＠T COM（アットティーコム）ヒカリ月額基本料のお支払いが必要です。 

 ご利用料金について、支払期日を経過してもお支払いいただけない場合、支払期日の翌日から支払いの

日の前日までの日数について、年 14.5％の割合で計算した額を延滞利息としてお支払いいただきます

（支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は除きます）。 

※ ＠T COM（アットティーコム）ヒカリ回線料金とは、＠T COM（アットティーコム）ヒカリ標準料

金より＠T COM（アットティーコム）プロバイダ料金を差し引いた金額を指します。 

※ ＠T COM（アットティーコム）をお申し込みいただく前から他社プロバイダサービスにてフレッツ

光をご利用中の場合は、転用の手続きが完了した日を利用開始日とします。 

※ 当社は、料金その他の債務について支払期日を経過してもお支払いいただけない場合、「＠T COM

（アットティーコム）ヒカリ」の契約を解除する場合があります。 

[料金のお支払いについて] 

 クレジットカード決済または、口座振替のご登録をしていただいていないお客様については、コンビニ

払込用紙でのお支払いとなり、発行手数料 1通につき 300 円（税抜）が発生いたします。 



 新規開通工事費用の支払い方法として、一括払いと分割払いから選択いただくことが可能です。なお、

分割払い途中で＠T COM（アットティーコム）ヒカリを解約される場合もしくは他コースに変更される

場合は、新規開通工事費用の残額を一括でお支払いいただきます。 


	20150219｜転用・料金・キャンペーンについて
	20150219｜注意事項
	20150219｜重要事項説明 - コピー



