
料金表  

 

通 則 

（届出料金表の適用） 

１． インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当社

が別に定めるところにより適用します。 

 

（料金等の変更） 

２． 当社は、インターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を、ホームページへの掲載、

電子メールによる送信その他当社が適当であると判断する方法により当社サービスの契約者に事前通知

の上、変更することがあります。 

この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用を適用します。 

 

（消費税相当額の加算） 

３． 契約約款の規定により、この料金表に係る料金及び工事に関する費用について支払いを要する額は、消

費税相当額を加算した額とします。 

 

（料金等の臨時減免） 

４． 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、そ

の料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 

 

５． 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のインターネット接続サービス取扱所に掲示する等の方法

により、その旨を周知します。 

 

（料金の計算方法） 

６． 当社は、利用料の減免を行ったときの計算は、以下の通りとします。

 
（減免する金額）＝      

    利用できなかった日数 

× 当該月の利用料

 

 

      当該月の総日数 

（端数処理） 

７． 当社は、料金その他に計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り

捨てます。 

 



料金表 

１． 料金額 

 

（１）利用料 

 利用料の適用については本サービス契約約款第２６条（料金の適用）、第２７条（利用料等の支払義

務）に定めるところによります。 

１契約者回線毎に 

サービスの品目 料 金 額 内 容 

あゆネットひかり 

１０Ｇ 

（ホームタイプ）※ 

月額７，１００円 下り最大速度１０Ｇbps です。 

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント３個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

ギガ速 

（ホームタイプ）※ 

月額６，６００円 下り最大速度１Ｇbps です。 

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント３個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

（ホームタイプ）※ 

月額６，３００円 下り最大速度２００Mbps です。 

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント３個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

ライト 

（ホームタイプ）※ 

月額４，６００円 下り最大速度５０Mbps です。 

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント３個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

１０Ｇ 

（マンション 

タイプ/プラン 1）※ 

月額４，７００円 下り最大速度１０Ｇbps です。 

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント３個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

１０Ｇ 

（マンション 

タイプ/プラン 2）※ 

月額４，５００円 下り最大速度１０Ｇbps です。 

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント３個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 



あゆネットひかり 

ギガ速 

（マンション 

タイプ/プラン 1）※ 

月額４，２００円 下り最大速度１Ｇbps です。 

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント３個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

ギガ速 

（マンション 

タイプ/プラン 2）※ 

月額４，０００円 下り最大速度１Ｇbps です。 

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント３個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

（マンション 

タイプ/プラン 1）※ 

月額３，９００円 下り最大速度２００Mbps です。 

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント３個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

（マンション 

タイプ/プラン 2）※ 

月額３，７００円 下り最大速度２００Mbps です。 

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント３個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

（VDSL タイプ）※ 

月額３，３５０円 下り最大速度１００Mbps です。 

同時接続できる端末台数を 1 台とします。 

電子メールアカウント 3 個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

（CX タイプ）※ 

月額２，５００円 下り最大速度１００Mbps です。 

同時接続できる端末台数を 1 台とします。 

電子メールアカウント 3 個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

（HCNA タイプ 

100M）※ 

月額２，５００円 下り最大速度１００Mbps です。 

同時接続できる端末台数を 1 台とします。 

電子メールアカウント 3 個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

（HCNA タイプ 

500M）※ 

月額３，４８０円 下り最大速度５００Mbps です。 

同時接続できる端末台数を 1 台とします。 

電子メールアカウント 3 個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 



あゆネットひかり 

（タイプ G(500)）

※ 

月額３，１８０円 下り最大速度５００Mbps です。 

無線ルータ機能により、複数台接続および Wi-Fi 接続が

可能です。（注４）(有線 LAN 接続用ポート×3 装備) 

電子メールアカウント 3 個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

（タイプ G(200)）

※ 

月額２，９８０円 下り最大速度２００Mbps です。 

無線ルータ機能により、複数台接続および Wi-Fi 接続が

可能です。（注４）(有線 LAN 接続用ポート×3 装備) 

電子メールアカウント 3 個の使用料が含まれています。

電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

あゆネットひかり 

（１００Ｍタイプ） 

月額１，５００円

／１世帯

集合住宅一括契約コースです。 

（全世帯数×１，５００円のご契約が必要です。） 

下り最大速度１００Mbps です。 

同時接続できる端末台数を 1 台とします。 

電子メールアカウントの付与はございません。 

インターネットオプションサービスの加入は出来ませ

ん。 

あゆネットひかり 

（HCNA タイプ 

集合一括プラン） 

500M タイプ 1 

(4～14 世帯) 

月額２，２００円

／１世帯

500M タイプ 2 

(15～30 世帯) 

月額２，０００円

／１世帯

500M タイプ 3 

(31 世帯以上) 

月額１，８００円

／１世帯

100M タイプ 

月額１，５００円

／１世帯

集合住宅一括契約コースです。 

（全世帯数×月額のご契約が必要です。月額はご契約タ

イプにより異なります。） 

500M タイプ：下り最大速度５００Mbps です。 

100M タイプ：下り最大速度１００Mbps です。 

同時接続できる端末台数を 1 台とします。 

電子メールアカウントの付与はございません。 

インターネットオプションサービスの加入は出来ませ

ん。 

あゆネットひかり 

（Wi-Fi１０Ｍ） 

月額２，５００円 あゆテレビひかり・電話サービスとのセット加入限定コ

ースです。（全てのサービスに新規加入時のみ受付） 

下り最大速度１０Mbps です。 

Wi-Fi 接続のみとします。（注４） 

電子メールアカウントの付与はございません。 

インターネットオプションサービスの加入は出来ませ

ん。 



１００Ｍコース※ 月額５，９８０円 下り最大速度１００Mbps です。  

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント１個の使用料が含まれています。

電子メ－ルとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

３０Ｍコース※ 

 

旧名称 

スーパーコース 

月額４，９８０円 下り最大速度３０Mbps です。  

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント１個の使用料が含まれています。

電子メ－ルとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

１０Ｍコース※ 月額４，６８０円 下り最大速度１０Mbps です。  

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント１個の使用料が含まれています。

電子メ－ルとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

エクスプレス 

コース 

月額４，４８０円 下り最大速度５Mbps です。  

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント１個の使用料が含まれています。

電子メ－ルとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２・注３）

スタンダード 

コース 

月額３，９８０円 下り最大速度３Mbps です。 

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント１個の使用料が含まれています。

電子メ－ルとして蓄積できる通信の情報量及び期間等

は、当社が別に定めるところによります。（注２・注３）

１Ｍコース※ 

 

旧名称 

ビギナーコース 

月額２，４８０円 下り最大１Mbps です。 

同時接続できる端末台数を１台とします。 

電子メールアカウント１個の使用料がふくまれていま

す。電子メールとして蓄積できる通信の情報量及び期間

等は、当社が別途定めるところによります。（注２） 

プレミアムコース 月額１０，０００円 同時接続できる端末台数を３０台までとします。 

電子メールアカウント１０個の使用料が含まれていま

す。電子メ－ルとして蓄積できる通信の情報量及び期間

等は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

ひかりプレミアム 月額２０，０００円 同時接続できる端末台数を３０台までとします。 

電子メールアカウント２０個の使用料が含まれていま

す。電子メ－ルとして蓄積できる通信の情報量及び期間

等は、当社が別に定めるところによります。（注２） 

※ with カスペルスキーを選択する事も可能です。 

「with カスペルスキー」はインターネットサービス各コースに付加機能「カスペルスキー月額版」を

セットにしたサービスです。各コース月額利用料に 350 円が加算されます。（新規加入時のみ受付） 



 

注１） 一時中断中の利用料の適用については、本サービス契約約款第１２条（インターネット接続サー

ビスの利用の一時中断）、及び第２７条（利用料等の支払義務）第２項第１号に定めるところに

よります。 

項 目 料 金 額 

一時中断中の利用料（注１） １，０００円／月 

注２） 電子メールとして蓄積できる通信の情報量は１００MB とし、期間については特に定めないもの

とします。また、当社に登録してある全てのメールアドレスにウイルスメールチェックと迷惑メ

ールフィルタリング機能が付加されているものとします。 

注３） 新規加入は終了しました。 

注４） 当社機器の有する Wi-Fi 電波発信性能内でのご利用となり、Wi-Fi 接続できる範囲には限界があ

ります。また、壁や床、家具などの遮蔽物や、他の電化製品の発信する様々な電波との干渉によ

り、Wi-Fi 電波到達範囲は影響を受けます。 

 

（２）解除料 

 解除料の適用については本サービス契約約款第６条（最低利用期間）に定めるところによります。 

項 目 料 金 額 

解除料 残余の期間に対応する利用料相当額 

 

（３）付加機能使用料 

 付加機能使用料の適用については本サービス契約約款第１８条（付加機能の提供等）、及び第２７条

（利用料等の支払義務）に定めるところによります。 

 

ⅰ）品目の付加機能（プレミアムコースを除く） 

  

種 類 料 金 額 内 容 

電子メールアカウント

追加 

月額１００円

／１個

当社のインターネット接続サービスで電子メールを

送受信するための識別符号を追加する機能をいいま

す。 

追加は１個単位で、最大１０個（あらかじめ契約者に

割り当てた電子メールアカウントを含みます）までと

します。 

電子メ－ルとして蓄積できる通信の情報量及び期間

等は、当社が別に定めるところによります。（注２）

同時接続可能端末 

台数追加 

月額１，０００円

／１台

当社のインターネット接続サービスで同時接続でき

る端末台数を追加する機能をいいます。 

追加は１台単位で、最大５台（あらかじめ接続できる

台数１台を含みます）までとします。 

WEB フィルタリングサ

ービス 

月額２００円

／1 個

お客様が有害と判断されるページを任意に表示でき

なくする機能です。 

1 個につき、1 台のパソコンに有効です。 



PC プロテクションサー

ビス 

月額３４０円

／３ライセンス

ダウンロード型のウイルスチェックソフトです。 

ウイルスバスター月額

版 

月額４３０円

／３ライセンス

ダウンロード型のウイルスチェックソフトです。 

カスペルスキー月額版 月額４３０円

／3ライセンス

ダウンロード型のウイルスチェックソフトです。 

無線ルータ機能内蔵型

ONU 利用料 

月額２５０円

／１台

無線ルータ機能により、複数台接続および Wi-Fi 接続

が可能になります。（注４） 

(有線 LAN 接続用ポート×3 装備) 

 

ⅱ）プレミアム品目の付加機能 

 プレミアム品目の付加機能の提供はプレミアム品目に加入する場合に限ります。 

 

種 類 料 金 額 内 容 

同時接続可能端末台数

追加 

月額５，０００円

／１０台

当社のインターネット接続サービスで同時接続できる

端末台数を追加する機能をいいます。 

追加は１０台単位とします。 

ケーブルモデム１台使用の時に限ります。 

ＩＰアドレス固定割当

（グローバル） 

月額２，０００円

／１個

当社のインターネット接続サービスでＩＰアドレス

（グローバル）を固定的に割り当てる機能をいいます。

割り当ては１個単位とします。 
 

 

  iii) 特別割引   

種類 割引額 内容 

スタート割引 月額１，７００円 ひかり de ネット（ホームタイプ）にお申込みされたす

べての方に適用される割引です。 

２ヶ月目から１２ヶ月までの月額利用料が１，７００円

割引になります。 

セット割引（ひかり） 月額３００円 ひかり de ネット（ひかり de ネットライトを含む）とＣ

ＡＴＶデジタルコースをセットでご利用の場合に適用

される割引です。 

月額利用料が３００円割引になります。ただし、同一口

座でのお支払いに限ります。 

トークＳ割引 月額３００円 ひかりdeネットとひかりdeトークＳをセットでご利用

の場合に適用される割引です。 

月額利用料が３００円割引になります。ただし、同一口

座でのお支払いに限ります。 



ケーブルプラス割引 月額３３０円 ひかり de ネットとケーブルプラス電話をセットでご利

用の場合に適用される割引です。 

月額利用料が３３０円割引になります。ただし、同一口

座でのお支払いに限ります。 

トリプル割引 月額２００円 ひかり de ネット・ひかり de トークＳ もしくは ケーブ

ルプラス電話・ＣＡＴＶデジタルコースをセットでご利

用の場合に適用される割引です。 

月額利用料が２００円割引になります。ただし、同一口

座でのお支払いに限ります。 

トリプル割引 

（ひかり de ネット 

ライト） 

月額５００円 ひかり de ネットライト・ひかり de トークＳ・ＣＡＴＶ

デジタルコースをセットでご利用の場合に適用される

割引です。 

月額利用料が５００円割引になります。ただし、同一口

座でのお支払いに限ります。 

セット割引（ビギナー） 月額４８０円 ビギナーコースとＣＡＴＶデジタルコースをセットで

ご利用の場合に適用される割引です。 

月額利用料が４８０円割引になります。ただし、同一口

座でのお支払いに限ります。 

 

 

（４）手数料・その他の料金 

 手数料・その他の料金の適用については本サービス契約約款第１１条（契約者回線の移転）、及び第

１３条（契約者による届出及びその他の契約内容の変更）、及び第１５条（契約者が行う契約の解除）、

及び第２７条（利用料等の支払義務）、及び第２８条（手続きに関する料金等の支払義務）、及び第２

９条（工事に関する費用の支払義務）に定めるところによります。 
 料金額 

名義・利用者変更手数料 ３，０００円 

同軸ケーブル及び光ファイバケーブルの 

破損・断線の修理 

実費 

ケーブルモデムの破損 実費 

ＯＮＵ（ひかりモデム）の破損 実費 

ケーブルモデムの設置場所変更移転費 実費 特殊工事の場合は別途見積り 

ＯＮＵ（ひかりモデム）の設置場所変更移転費 実費 特殊工事の場合は別途見積り 

引込線撤去料 ５，０００円 

ケーブルモデム撤去料 ５，０００円 

ＯＮＵ（ひかりモデム）撤去料 ５，０００円 

ケーブルモデム再取付料 ５，０００円 

ＯＮＵ（ひかりモデム）再取付料 ５，０００円 

 

 

 


