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  1.フレッツ・ADSL コース  
■ ⽉額料⾦・初期費用 

フレッツ・ADSL コース（N） 1,760 円（税抜 1,600 円）/⽉ 
TT-PHONE セット for フレッツ・ADSL（N） 1,980 円（税抜 1,800 円）/⽉ 

※別途 NTT 東日本またはNTT ⻄日本へフレッツ・ADSL 利用料⾦がかかります。 
※フレッツ・ADSL 利用料⾦およびフレッツ・ADSL 工事費は、NTT 東日本または NTT ⻄日本からお客様へ直接請求されます。 

 

  2.@T COM（アットティーコム）ヒカリコース  
■ 初期費用 

契約事務手数料 3,300 円（税抜 3,000 円） 
新規工事費 屋内配線を新設する場合 ファミリータイプ︓19,800 円（税抜 

18,000 円 
  マンションタイプ︓16,500 円（税抜 

15,000 円） 
屋内配線を新設しない場合 8,360 円（税抜 7,600 円） 
派遣工事なし 2,200 円（税抜 2,000 円） 

 

■ ⽉額料⾦ 
ファミリータイプ 2 年バリューパック（N） 5,610 円（税抜 5,100 円）/⽉ 
ファミリータイプ通常プラン（N） 7,040 円（税抜 6,400 円）/⽉ 
マンションタイプ 2 年バリューパック（N） 4,180 円（税抜 3,800 円）/⽉ 
マンションタイプ通常プラン（N） 5,500 円（税抜 5,000 円）/⽉ 

 
＜2年バリューパック（N）について＞ 
2年バリューパック（N）コースにてお申込みの場合は、2年毎更新型のプランとなります。そのため、更新⽉以外で解約した場合、ファミリータイプは契
約解除料3,300 円（税抜 3,000 円）、マンションタイプは契約解除料2,200 円（税抜 2,000 円）がかかります。 

 

  3.フレッツ光コース  
■ ⽉額料⾦・初期費用 

フレッツ光ファミリータイプ（N） 1,540 円（税抜 1,400 円）/⽉ 
フレッツ光マンションタイプ（N） 1,320 円（税抜 1,200 円）/⽉ 
TT-PHONE セット for フレッツ光ファミリータイプ（N） 1,760 円（税抜 1,600 円）/⽉ 
TT-PHONE セット for フレッツ光マンションタイプ（N） 1,540 円（税抜 1,400 円）/⽉ 

※別途 NTT東日本またはNTT⻄日本へフレッツ光利用料⾦がかかります。 
※別途フレッツ光工事費がかかります。フレッツ光工事費は、宅内環境や配線状況によって異なります。 
※フレッツ光利用料⾦およびフレッツ光工事費は、NTT東日本またはNTT⻄日本からお客様へ直接請求されます。 
※他社料⾦設定コースはフレッツ光コースでドコモのIP通信網サービス約款に規定された料⾦となります。 

 

 4.au ひかり  
■ 初期費用 



  

登録料 3,300 円（税抜 3,000 円） 
設置工事費 ホームタイプ 41,250 円（税抜 37,500 円） 

マンションV タイプ 33,000 円（税抜 30,000 円） 
マンションE タイプ 33,000 円（税抜 30,000 円） 
都市機構（DX） 33,000 円（税抜 30,000 円） 
マンションミニギガタイプ 33,000 円（税抜 30,000 円） 

※⼟・日曜日または祝日に工事を⾏った場合は 3,300 円（税抜 3,000 円）が初期費用に加算されます。 
 

■ ⽉額料⾦ 
ホームタイプ ずっとギガ得プラン（N） （1 年目）5,610 円（税抜 5,100 

円）/⽉ 
  （2 年目）5,500 円（税抜 5,000 

円）/⽉ 
（3 年目以降）5,390 円（税抜 

4,900 円）/⽉ 
ギガ得プラン（N） 5,720 円（税抜 5,200 円）/⽉ 
標準プラン（N） 6,930 円（税抜 6,300 円）/⽉ 

マンションV16（N） 3,740 円（税抜 3,400 円）/⽉ 
マンションV8（N） 4,070 円（税抜 3,700 円）/⽉ 
マンションE16（N） 3,740 円（税抜 3,400 円）/⽉ 
マンションE8（N） 4,070 円（税抜 3,700 円）/⽉ 
都市機構DX（N） 3,740 円（税抜 3,400 円）/⽉ 
マンションミニギガタイプ（N） 5,500 円（税抜 5,000 円）/⽉ 

 

■ au ひかりホームタイプ⾼速サービスオプション⽉額料⾦ 
au ひかりホーム 5 ギガ（N） 550 円（税抜 500 円）/⽉ 
au ひかりホーム 10 ギガ（N） 1,408 円（税抜 1,280 円）/⽉ 

 
■ その他手数料 
ホームタイプ ONU（回線終端装置）移設工事費︓13,200 円（税抜 12,000 円）
マンションタイプ収容変更手数料︓6,600 円（税抜 6,000 円） 

 
■ 解約・キャンセルについての注意事項 
＜キャンセルについて＞ 
※お申込み後、KDDI の工事実施後にお客様のご都合により課⾦開始日前にお申込みを取消される場合、キャンセル料として設置工事

費と登録料を請求させていただきます。 
 
＜設置工事費について＞ 
※設置工事費を分割でお支払い中に解約される場合、残額は別途一括で請求させていただきます。 

 
＜ホームタイプずっとギガ得プラン（N）について＞ 
※ホームタイプずっとギガ得プラン（N）は 3 年間を契約期間としてご利用いただくプランです。3 年単位で⾃動更新となります。途中解約

などの場合、解除料 4,730 円（税抜 4,300 円）がかかります。 
 
＜ホームタイプギガ得プラン（N）について＞ 
※ホームタイプギガ得プラン（N）は 2 年間を契約期間としてご利用いただくプランです。2 年単位で⾃動更新となります。途中解約などの

場合、解除料 4,460 円（税抜 4,055 円）がかかります。 
 
 



  

＜引越しなどによる解約について＞ 
※ホームタイプギガ得プランにご加入のお客様が、2 年契約の更新⽉以外にお引越しされた場合、もしくは、ホームタイプずっとギガ得プラン

にご加入のお客様が、3 年契約の更新⽉以外にお引越しされた場合以下の場合に限り契約解除料の請求はいたしません。 
・お引越し先でauひかりホームタイプギガ得プラン・マンション・マンションミニギガタイプにご加入いただいた場合 
・当社へお引越しをお申込みいただいた場合 など 

 
＜その他について＞ 
※当社もしくはKDDIの責による解約の場合は、解約手数料を請求いたしません。 

 

  5 .NTT ドコモデータ通信対応コース（N）  
■ ⽉額料⾦ 

通常料⾦ 550 円（税抜 500 円）/⽉ 
セット割引料⾦ 550 円（税抜 500 円）/利用⽉ 

※別途 NTTドコモへデータ通信利用料⾦がかかります。 
 

 各種⼿数料について  
 

＜コンビニ払込用紙発⾏手数料について＞ 
ご利用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による支払⽅法の登録が未登録の場合、および残⾼不⾜等の理由
により登録された支払⽅法にてお支払いができない場合、コンビニ払込用紙によるお支払いとなり、発⾏手数料として330円（税抜300円）
がかかります。 

 
■ 登録された支払⽅法にてお支払いできない場合のコンビニ払込用紙発⾏手数料（※毎⽉1回発⾏分） 

コンビニ払込用紙発⾏手数料 330 円（税抜 300 円） 
 
＜ご利用明細書発⾏手数料について＞ 
毎⽉のご利用料⾦等のご利用明細書として、郵送を希望される場合、発⾏手数料として220円（税抜）200円がかかります。 

 
■ ご利用明細書の郵送を希望される場合の発⾏手数料（※毎⽉1回発⾏分） 

ご利用明細書発⾏手数料 220 円（税抜 200 円） 
 

以上 


