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 電気通信事業者名︓ 株式会社 TOKAI コミュニケーションズ 
 登録番号︓ 第 171 号 
 連絡先︓ 0120-805633（通話料無料） 
 

@T COM（アットティーコム） 料⾦表 
2021/4/1 現在 

1.ADSL 接続サービス T コース、e コース、S コース 
■初期費用 

初期登録料 2,750 円（税抜 2,500 円） 
NTT 申込⼿数料 880 円（税抜 800 円） 

※別途 NTT 工事費がかかります。NTT 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。また、特別な工
事を⾏った場合は別途費用が発⽣します。 
NTT 工事費 T コース、e コース 電話共用タイプ︓3,355 円（税抜 3,050 円） 

ADSL 専用タイプ︓2,420 円（税抜 2,200 円） 
S コース 電話共用タイプ︓3,080 円（税抜 2,800 円） 

 
■⽉額料⾦ 
「T コース」⽉額料⾦ 

TT-PHONE セット 47（T） 4,136 円（税抜 3,760 円）/⽉ 
TT-PHONE セット 40（T） 4,136 円（税抜 3,760 円）/⽉ 
TT-PHONE セットロング 5（T） 3,344 円（税抜 3,040 円）/⽉ 
TT-PHONE セットロング（T） 3,289 円（税抜 2,990 円）/⽉ 
TT-PHONE セット（T） 3,179 円（税抜 2,890 円）/⽉ 
トリオモデムセット 47（T） 3,971 円（税抜 3,610 円）/⽉ 
トリオモデムセット 40（T） 3,971 円（税抜 3,610 円）/⽉ 
ファミリープラン（T） 2,409 円（税抜 2,190 円）/⽉ 
ファミリープラン 5（T） 2,519 円（税抜 2,290 円）/⽉ 
ファミリープラン Long（T） 2,519 円（税抜 2,290 円）/⽉ 
ファミリープランロング 5（T） 2,574 円（税抜 2,340 円）/⽉ 
ファミリープランライト（T） 電話共用タイプ︓1,980 円（税抜 1,800 円）/⽉ 

ADSL 専用タイプ︓3,350 円（税抜 3,046 円）/⽉ 
パーソナル 12（T） 2,068 円（税抜 1,880 円）/⽉ 
パーソナル 12（T）年割 1,942 円（税抜 1,766 円）/⽉ 

※ファミリープランライト（T）を除き、別途 NTT 回線使用料⾦［NTT 東日本︓電話共用タイプ 132 円（税抜 120 円）/⽉、ADSL
専用タイプ 1,502 円（税抜 1,366 円）/⽉］がかかります。 

※TT-PHONE セットプラン及びトリオモデムセットプラン、パーソナル 12 プランを除き、別途モデムレンタル料［ルータタイプ ADSL モデム
550 円（税抜 500 円）/⽉、IP 電話機能付き ADSL モデム 858 円（税抜 780 円）/⽉］がかかります。 

 
「e コース」⽉額料⾦ 

TT-PHONE セット 50（E） 4,136 円（税抜 3,760 円）/⽉ 

TT-PHONE セット 40（E） 4,136 円（税抜 3,760 円）/⽉ 

トリオモデムセット 50（E） 3,971 円（税抜 3,610 円）/⽉ 

トリオモデムセット 40（E） 3,971 円（税抜 3,610 円）/⽉ 

ファミリープラン（E） 2,409 円（税抜 2,190 円）/⽉ 

パーソナル 12（E） 2,068 円（税抜 1,880 円）/⽉ 

パーソナル 12（E）年割 1,942 円（税抜 1,766 円）/⽉ 
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※別途 NTT 回線使用料⾦［NTT 東日本︓電話共用タイプ 132 円（税抜 120 円）/⽉、ADSL 専用タイプ 1,502 円（税抜
1,366 円）/⽉、NTT ⻄日本︓電話共用タイプ 124 円（税抜 113 円）/⽉、ADSL 専用タイプ 1,504 円（税抜 1,368 円）/
⽉］がかかります。 

※TT-PHONE セットプラン及びトリオモデムセットプラン、パーソナル 12 プランを除き、別途モデムレンタル料［ルータタイプ ADSL モデム
550 円（税抜 500 円）/⽉、IP 電話機能付き ADSL モデム 858 円（税抜 780 円）/⽉］がかかります。 

 
「S コース」⽉額料⾦ 

パーソナル 50（S） 3,344 円（税抜 3,040 円）/⽉ 
パーソナル 50（S）年割 3,135 円（税抜 2,850 円）/⽉ 

 
■解約⼿数料 
解約⼿数料︓2,200 円（税抜 2,000 円） 
モデム解約⼿数料︓3,300 円（税抜 3,000 円） 
※ただし、モデム解約⼿数料は、弊社よりレンタル提供しているモデムをご解約の時期までに 3 年以上利用されている場合には、請求いた

しません。 
 
■最低利用期間 
パーソナル 12（T）、パーソナル 12（E）、パーソナル 50（S）プランには、同一設置場所での 6 ヶ⽉間の最低利用期間があります。
最低利用期間満了前に解約される場合、解約⼿数料 7,700 円（税抜 7,000 円）がかかります。 
 
■契約解除料 
パーソナル 12（T）年割、パーソナル 12（E）年割、パーソナル 50（S）年割プランは、1 年単位の継続契約となります。契約更新⽉
以外に解約される場合は、契約解除料 11,000 円（税抜 10,000 円）を請求させていただきます。また、1 年単位で⾃動更新となり
ます。 
 
■その他⼿数料 
プラン変更⼿数料︓3,300 円（税抜 3,000 円） 
モデム変更⼿数料︓3,300 円（税抜 3,000 円） 
移転⼿数料︓2,200 円（税抜 2,000 円） 
回線変更⼿数料︓3,300 円（税抜 3,000 円） 
タイプ変更⼿数料︓3,300 円（税抜 3,000 円） 
※プラン変更⼿数料は、変更前と変更後のプランとの組み合わせによってかからない場合があります。 
 

2.フレッツ・ADSL コース 
■⽉額料⾦・初期費用 

フレッツ・ADSL コース 1,760 円（税抜 1,600 円）/⽉ 
TT-PHONE セット for フレッツ・ADSL 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。 
※別途初期費用としてフレッツ・ADSL 工事費［電話共用型 3,355 円（税抜 3,050 円）、ADSL 専用型 2,420 円（税抜 2,200

円）］がかかります。また、特別な工事を⾏った場合は別途費用が発⽣します。 
※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。 
 

3.@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） 
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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 5,610 円（税抜 5,100 円）/⽉ 
ファミリータイプ通常プラン 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 4,180 円（税抜 3,800 円）/⽉ 
マンションタイプ通常プラン 5,500 円（税抜 5,000 円）/⽉ 

 
＜2 年バリューパックについて＞ 
2 年バリューパック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、契約解除料
13,200 円（税抜 12,000 円）がかかります。 
 

4.フレッツ光コース 
■⽉額料⾦・初期費用 

フレッツ光ベーシック 7,128 円（税抜 6,480 円）/⽉ 
フレッツ光ファミリー 1,540 円（税抜 1,400 円）/⽉ 
フレッツ光ファミリートク割プラン 1,320 円（税抜 1,200 円）/⽉ 
フレッツ光マンション 1,320 円（税抜 1,200 円）/⽉ 
TT-PHONE セット for フレッツ光ベーシック 7,348 円（税抜 6,680 円）/⽉ 
TT-PHONE セット for フレッツ光ファミリー 1,760 円（税抜 1,600 円）/⽉ 
TT-PHONE セット for フレッツ光ファミリートク割プラン 1,540 円（税抜 1,400 円）/⽉ 
TT-PHONE セット for フレッツ光マンション 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。 
 
＜トク割プランについて＞ 
ファミリートク割プランは 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、契約
解除料 5,500 円（税抜 5,000 円）がかかります。 
 
※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。 
 

5.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 （1 年目）5,610 円（税抜 5,100
円）/⽉ 
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（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 5,720 円（税抜 5,200 円）/⽉ 
標準プラン 6,930 円（税抜 6,300 円）/⽉ 

マンション V（16） 3,740 円（税抜 3,400 円）/⽉ 
マンション V（8） 4,070 円（税抜 3,700 円）/⽉ 
マンション E（16） 3,740 円（税抜 3,400 円）/⽉ 
マンション E（8） 4,070 円（税抜 3,700 円）/⽉ 
都市機構（DX） 3,740 円（税抜 3,400 円）/⽉ 
マンションミニギガタイプ 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 550 円（税抜 500 円）/⽉ 
au ひかりホーム 10 ギガ 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初期費用

および登録料相当額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について＞ 
※ホームタイプずっとギガ得プランは 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 16,500 円（税抜 15,000 円）がかかります。 
 
＜ホームタイプギガ得プランについて＞ 
※ホームタイプギガ得プランは 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 10,450 円（税抜 9,500 円）がかかります。 
 
＜ホームタイプ標準プランについて＞ 
※ホームタイプ標準プランは 6 ヶ⽉間の最低利用期間があります。最低利用期間内に解約される場合、残日数分に相当する解約⼿数

料を請求させていただきます。 
 
＜マンションタイプについて＞ 
※マンションタイプは 6 ヶ⽉間の最低利用期間があります。サービスご利用開始後、最低利用期間以内に解約される場合は、残余の期

間に対応する⽉額利用料⾦を請求させていただきます。 
※VDSL レンタルには 6 ヶ⽉間の最低利用期間があります。サービスご利用開始後、最低利用期間以内に解約される場合は、満 6 ヶ⽉

までの期間の残日数に対する VDSL レンタル料⾦を請求させていただきます。 
 
＜マンションミニギガタイプについて＞ 
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※マンションミニギガタイプには、6 ヶ⽉間の最低利用期間があります。サービスご利用開始後、最低利用期間以内に解約される場合は、
残余の期間に対応する⽉額利用料⾦を請求させていただきます。 

 
＜au ひかりホームタイプ⾼速サービスオプションについて＞ 
※au ひかりホームタイプ⾼速サービスオプションは 12 ヶ⽉間の最低利用期間があります。サービスご利用開始後、最低利用期間以内に

解約される場合は、契約解除料 2,750 円（税抜 2,500 円）がかかります。 
※⾼速サービスを 1 度でもお申込みまたはご利用開始いただいた⽅は、回線撤去費用 31,680 円（税抜 28,800 円）がかかります。 
 
＜引越しなどによる解約について＞ 
※引越しなどによりお住まいが au ひかりサービス提供可能エリア外になった場合には、残余期間に応じて解約⼿数料が発⽣いたします。

（お客様のご利用機器によるご利用不可等も含む） 
※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、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 

 
＜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。 
 

6.NTT ドコモデータ通信対応コース 
■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。 
 
■解約⼿数料 
※最低利用期間（12 ヶ⽉）内で解約する場合には、解約⼿数料 3,300 円（税抜 3,000 円）をお支払いいただきます。 
 

7.モバイル 4G＠T COM（アットティーコム） 
■初期費用 

契約事務⼿数料 3,300 円（税抜 3,000 円） 
 
■⽉額料⾦ 

きほんプラン 6,820 円（税抜 6,200 円）/⽉ 
にねんプラン 4,065 円（税抜 3,696 円）/⽉ 

※解約⽉の⽉額料⾦についてもお支払いいただきます。日割りでの請求はいたしません。 
 
■契約解除料 
※にねんプランにお申込みいただいた場合、2 年単位の継続契約となります。契約更新⽉以外に解約される場合は契約解除料 10,450

円（税抜 9,500 円）を請求させていただきます。また、2 年単位で⾃動更新となります。開通⽉に解約される場合は契約解除料の
対象となります。 

 
8.モバイル 4G/D 

■初期費用 
契約事務⼿数料 3,300 円（税抜 3,000 円） 

 
■⽉額料⾦ 

ゼロプラン 726 円（税抜 660 円）/⽉ 
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ミルプラン 968 円（税抜 880 円）/⽉ 
モアプラン 1,584 円（税抜 1,440 円）/⽉ 
ハイプラン 2,574 円（税抜 2,340 円）/⽉ 

 
■オプションサービス 

SMS 機能 154 円（税抜 140 円）/⽉ 
音声通話機能 770 円（税抜 700 円）/⽉ 

 
■最低利用期間・契約解除料 
※モバイル 4G/D で「音声通話機能」をオプションとして追加された場合の最低利用期間は課⾦開始日より 1 年間となります。最低利用

期間内での解約、MNP 転出時には契約解除料 10,450 円（税抜 9,500 円）がかかります。 
※解約⽉の⽉額料⾦についてもお支払いいただきます。日割りでの請求はいたしません。 
 

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 


