
光ギガ サービス料金表

サービス内容について、営業担当者よりご連絡させていただきます。ご一緒にお申し込み内容のご確認をお願いいたします。

※「フレッツ光」はNTT東日本・NTT西日本が提供する光ブロードバンドサービス「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ・光プレミアム」、「Bフレッツ」の総称です。
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※特に記載のある場合を除き、価格は税抜表記です。

※プロバイダーサービスは別途お客さまご自身でご契約いただく必要があります。

本書類は契約書ではありません。お申し込み前に料金および注意が必要な重要事項を説明するものです。

4,400円光ギガ ファミリー4400 光回線のみ

3,400円光ギガ マンション3400 光回線のみ

●光回線サービス（光回線単独プラン）

5,300円光ギガ ファミリー5300 光回線+プロバイダー+セキュリティ

4,200円光ギガ マンション4200 光回線+プロバイダー+セキュリティ

●光回線サービス（プロバイダーセットプラン）

ご案内の商品は初期契約解除制度の対象商品です。なお、詳しいお手続き方法についてはお申し込み後に
お送りする「ご契約内容のご案内」に同封の「初期契約解除制度について」をご覧ください。

[REV0004876]



光ギガ サービス料金表

サービス内容について、営業担当者よりご連絡させていただきます。ご一緒にお申し込み内容のご確認をお願いいたします。

備考
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※特に記載のある場合を除き、価格は税抜表記です。

本書類は契約書ではありません。お申し込み前に料金および注意が必要な重要事項を説明するものです。

●オプションサービス（月額利用料）

980円ひかり安心パック（N）

980円サポートレスキューネクスト

660円光ギガテレビ

500円光ギガリモートサポート

●光ギガ電話オプション（月額利用料）

番号表示サービス
（ナンバー・ディスプレイ） 400円 200円ナンバー・リクエスト

迷惑着信拒否サービス
（迷惑電話おことわりサービス） 200円 300円

着信お知らせメール 100円 100円FAXお知らせメール

転送サービス（ボイスワープ） 500円
複数チャネルサービス
（ダブルチャネル） 200円

100円追加番号サービス「マイナンバー」

割り込み電話サービス
（キャッチホン）

※上記以外のオプションサービスを利用されている場合は、それに応じた費用が発生いたします。

500円光ギガ電話

750円光ギガ電話M※

1,500円光ギガ電話プラス 標準機能：発信番号確認サービス+ナンバー・リクエスト+迷惑着信拒否サービス+割り込み電話サービス
　　　　　+着信お知らせメール+転送サービス

1,750円光ギガ電話プラスM※ 標準機能：発信番号確認サービス+ナンバー・リクエスト+迷惑着信拒否サービス+割り込み電話サービス
　　　　　+着信お知らせメール+転送サービス

※光ギガ 電話および光ギガ 電話プラス月額利用料に250円加算いただくことで、通話料を10％割引させていただくサービスです。



01　「光ギガ」サービスについて

光ギガサービスに関する重要事項

サービス内容について

光ギガサービスに関する重要説明事項となります。
以下の内容を熟読し、ご契約になる内容を十分にご理解いただいた上で、お申し込みください。

光ギガサービス(以下、「本サービス」)は、東日本電信電話株式会社(以下、NTT東日本)・西日本電信電話株式会社(以
下以（tiB-iH社会式株、け受を供提卸の）光ツッレフ、下以（ ）光ツッレフ（スビーサスセクア光の)本日西TTN、下

「Hi-Bit」）が電気通信事業者としてお客様に提供する電気通信サービスになります。

02　ベストエフォート型について

「光ギガ」はベストエフォート型サービスです。最大通信速度は、お客様宅内に設置する回線の終端装置からNTT東
日本、NTT西日本の設備までの間における技術規格上の最大値（1Gbpsの場合はおおむね最大値）であり、お客様宅
内での実使用速度を示すものではありません。インターネット利用時の通信速度は、お客様のご利用環境、回線の混
雑状況、集合住宅の場合は当該建物の伝送方式などによって低下する場合があります。「光ギガ」の最大通信速度を
変更する場合、ご利用機器の交換、再設定などが必要となる場合があります。また別途工事料がかかる場合がありま
す。

03　提供エリアについて

光ギガのサービス提供エリアはNTT東日本、NTT西日本のホームページでフレッツ光の提供エリアをご確認ください。
一部行政区分と異なる場合があります。

北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、茨城県、埼玉県、
群馬県、栃木県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県
※長野県の一部エリアはＮＴＴ西日本の提供エリアとなります。

富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
※静岡県と富山県の一部エリアはＮＴＴ東日本の提供エリアとなります。

NTT東日本エリア

NTT西日本エリア
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本書類は契約書ではありません。お申し込み前に料金および注意が必要な重要事項を説明するものです。

[REV0004774]



01　月額利用料について

光ギガサービスに関する重要事項

ご利用料金および初期費用について

本サービスのご利用にあたって、月額利用料が発生いたします。サービス利用開始月の月額利用料は日割りとなります。
ご利用料金は、Ｐ1 光ギガ サービス料金表にてご確認ください。 

02　サービスご利用開始日について
本サービスのご利用開始日（課金開始日）は以下の通りです。

04　初期費用について
ご登録時には初期費用として、3,000円をお支払いいただきます。初期費用は初回請求時にご請求させていただきます。
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06　お支払い方法について
お支払い方法は、次のいずれかの方法によるお支払いとなります。

お支払い方法

預金口座振替
お支払い方法のご登録がお済みでない方

1請求あたり　200円

1請求あたり　300円

・クレジットカード
・預金口座振替
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03　契約期間について
本サービスはサービス提供開始月から24ヵ月間継続してご利用いただくものとします。これに反し、24ヵ月未満で本プランを
解約する場合、Hi-Bitはお客様に対し、契約解除料9,975円を請求させていただきます。
本サービスはお客様から更新しない旨の申し出をいただかない限り同一条件で24ヵ月間更新いたします。更新月以外での解
約の場合、契約解除料9,975円（不課税）が発生いたします。
※更新月とは、本サービスの利用契約に係る契約期間が満了し、当該利用契約の契約期間が自動的に更新される月をいいます。 

契約解除料が
かからない月

契約解除料が
かからない月

更新月 更新月

2ヵ月1ヵ月 ・・・ 24ヵ月 1ヵ月 2ヵ月 4ヵ月3ヵ月 ・・・ 24ヵ月 1ヵ月 2ヵ月

契約解除料（不課税）

9,975円
契約解除料（不課税）

9,975円

契約期間 契約期間契約期間

自動更新 自動更新

新規 光ギガの導入工事が完了した日 ※サービスご利用開始予定日はお申し込み後に届く
「ご契約内容のご案内」にてご確認ください

なお、以下の場合は決済手数料がかかります。

クレジットカードをお持ちのお客様は
手数料のかからないクレジットカードでのご登録をおススメします！

!"#$%&'!("$
セイキュウ　イチロウ

) *+, 　- . /　/ . - , +*)

※コンビニ払込票でのお支払いとなります。

工事担当者がお伺いして屋内配線を新設する場合

工事担当者がお伺いして屋内配線を新設しない場合

工事担当者がお伺いしない場合

一括払い

24,000円

9,600円

2,000円

【初　　  回】 3,000 円
【2回目以降】 875 円 / 月×24 回
【初　　  回】 3,000 円
【2回目以降】 275 円 / 月×24 回

分割払いはご選択いただけません

分割払い

05　初期工事費について

光ギガの導入にあたり、初期工事費が発生いたします。初期工事費のお支払いは一括払いと分割払いから選択いただく
ことが可能です。分割払いの途中で光ギガを解約された場合、初期工事費の残額をお支払いいただきます。
工事担当者がお伺いしない場合は分割払いはご選択いただけません。 



01　ご利用開始まで流れ

光ギガサービスに関する重要事項

お申し込みの注意事項について

ご利用開始までの流れをご案内します。
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新　規

枠はお客様にご対応いただく必要がある箇所です。

光ギガのご提案

光ギガサービスに関する重要事項に同意いただいたあと、
次の手続きに進みます。

光ギガサービスに関する重要事項についてお客様とご一緒にご確認

お申し込みから3日前後で「ご契約内容のご案内」のお受け取り

開通工事を実施
（お申し込みから最短15日《工事取得日による》でご利用開始）

Hi-Bitより光ギガの契約に関する確認のご連絡 お申し込み

現在

キャンセルをご希望の場合は、お申し込み後に届く「ご契約内容のご案内」に
記載のご利用開始予定日の5日前までにすみやかにご連絡をお願いいたします。 
※期日を過ぎた場合は、Hi-Bitよりお申し込み処理にあたって発生した費用を請求させていただく場合がございます。

02　キャンセルについて

キャンセルをご希望の場合は、お申し込み後に届く「ご契約内容のご案内」に記載のご利用開始予定日の
5日前までにすみやかにご連絡をお願いいたします。 
※期日を過ぎた場合は、Hi-Bitよりお申し込み処理にあたって発生した費用を請求させていただく場合がございます。



光ギガサービスに関する重要事項

オプションサービスのお申し込みにあたっての注意事項4
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01　「光ギガ電話」サービスについて

● 光ギガ電話

「光ギガ電話」（以下、本サービスという）は、光ギガとあわせてご利用いただける、光ファイバーを使ったおトクなIP電話サービスで
す。本サービスのご利用には、光ギガのご契約が必要です。本サービスはHi-Bitが提供いたします。

02　ご利用料金について
本サービスのご利用にあたって、月額利用料（付加サービスを含む）および別途通話料が発生いたします。本サービスの料金計
算期間は、毎月1日～末日までとなります。サービス利用開始月の月額利用料は日割りとなります。月額利用料とユニバーサルサ
ービス料は、通話料が発生していない月であってもご請求させていただきます。本サービスには無料通話分はございません。
ご利用料金は、Ｐ2 光ギガ サービス料金表にてご確認ください。 

03　ユニバーサルサービス料について
本サービスの各プランは、電話番号一つに対してユニバーサルサービス料が発生いたします。
ユニバーサルサービス料の最新情報は（https://hikarigiga.jp/universal/）をご覧ください。

04　「光ギガ電話」工事費について
本サービスにお申し込みいただくと、基本工事費、交換機等工事費、同番移行工事費（番号ポータビリティでご利用の場合）
等の各種工事費が発生いたします。工事費はお客様のご利用環境により異なるため、追加工事が必要となる場合がありま
す。以下代表的な工事費例は参考価格としてご確認ください。

●緊急通報などについて
緊急通報番号（110/119/118）へダイヤルした場合、発信者番号通知の通常通知・非通知にかかわらずご契約者の住所・氏名・電話番
号を接続相手先（警察／消防／海上保安）に通知いたします（一部の消防を除く）。なお、「184」をつけてダイヤルした場合には通知さ
れませんが、緊急機関側が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の住所・氏名・電話番号を取得
する場合があります。停電時は緊急通報を含む通話ができません。携帯電話やPHSまたはお近くの公衆電話をご利用願います。

●接続できない番号について
本サービスでは、一部接続できない番号があります。
（1）本サービスから電気通信事業者を指定した発信（番号の頭に「00××」を付加）などはできません。一部電話機・FAXなどに搭載

されている「固定電話から携帯電話への通話サービスに対応した機能（例：携帯通話設定機能（0036自動ダイヤル機能））」や、
NTT製以外の一部電話機・FAXなどに搭載されている「ACR（スーパーACRなど）機能」が動作中の場合、通信事業者選択機能
が働き、本サービスからの発信ができなくなる場合があります。本サービスをご利用になる前に、上記機能の停止や提供会社への
解約手続きを行ってください。

（2）一部の「1××」の番号への発信はできません。106（コレクトコール「コミュニケーター扱い」）、108（自動コレクトコール）など。
（3）114（お話し中調べ）など、一部かけられない番号があります。
（4）フリーダイヤルご契約者が本サービス（IP電話）を着信させない契約としている場合は本サービスから当該フリーダイヤルへの接

続はできません。
（5）＃ダイヤル（一般加入電話などで提供のもの）への発信はできません。

●工事について
お客様のご利用場所および設備状況などにより、ご利用開始までの期間は異なります。
設備状況などにより、サービスのご利用をお待ちいただいたり、ご利用いただけない場合があります。

05　ご利用上の注意事項

代表的な工事費例

番号ポータビリティ※1

※2

番号新規

基本工事費 0円

1,000円

2,000円

1,000円

0円

1,000円

1,000円

2,000円

4,000円

交換機等工事費

同番移行工事費

工事手数料

合計
基本工事費

交換機等工事費

工事手数料

合計

※1　加入電話からの番号ポータビリティの場合、回線休止工事費として2,000円（1,000円/工事および1,000円/回線）がNTT東日本
　　・NTT西日本から別途請求されます。
※2   光ギガの導入工事日と同日に光ギガ電話の工事を行う場合は基本工事費は発生しません。



光ギガサービスに関する重要事項
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01　「光ギガテレビ」サービスについて

● 光ギガテレビ

「光ギガテレビ（以下本サービスという）」は光ギガを使って、地上/BS/CSデジタル放送を観ることができるサービス
です。本サービスのご利用には、光ギガの契約が必要となります。本サービスはHi-Bitが提供いたします。

02　月額利用料について

本サービスのご利用にあたって、月額利用料が発生いたします。サービス利用開始後の初月の利用料は日割りとなります。
ご利用料金は、Ｐ2 光ギガ サービス料金表にてご確認ください。 
※NHK受信料および有料BS放送の視聴料は含まれません。

●本サービスのご利用には、放送事業者であるスカパーJSAT株式会社が提供する放送サービス(スカパーJSAT施設利用
サービス)の契約が必要となります。
●地上デジタル／BSデジタル放送のご視聴には、地上デジタル／BSデジタル対応テレビまたはチューナーが必要となります。
●本サービスをご利用いただくには、Hi-Bitが用意する映像用回線終端装置をお客様宅内に設置する必要があります。
●原則として、同一世帯の個人視聴目的に限ります。なお、集合住宅において同一世帯以外でのご利用はできません。

04　ご契約上の注意事項

03　「光ギガテレビ」工事費について

本サービスにお申し込みいただくと、基本工事費、交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内同軸配線工事等の各種工事
費が発生いたします。また、初期費用としてスカパーJSAT施設利用登録料が発生いたします。工事費はお客様のご利用環
境により異なるため、追加工事が必要となる場合があります。以下代表的な工事費例は参考価格としてご確認ください。

代表的な工事費例

テレビ接続台数：1台まで

※1

テレビ接続台数：4台まで

基本工事費 0円
1,000円
2,000円
6,500円
2,800円
1,000円

※10円
1,000円
2,000円
19,800円
2,800円
1,000円

13,300円

26,600円

交換機等工事費

映像用回線終端装置工事費
屋内同軸配線工事

スカパーJSAT施設利用登録料
工事手数料

基本工事費
交換機等工事費

映像用回線終端装置工事費
屋内同軸配線工事

スカパーJSAT施設利用登録料
工事手数料

合計

合計

※1　光ギガの導入工事日と同日に光ギガテレビの工事を行う場合は基本工事費は発生しません。



光ギガサービスに関する重要事項

01 「光ギガリモートサポート」サービスについて

● 光ギガリモートサポート

光ギガリモートサポート（以下本サービスという）は、本サービス専用の電話番号でインターネットやパソコン周辺機
器等に関するトラブルや設定・使い方などのお困りごとに関する問合せを受け付け、電話や遠隔操作でそれぞれの問
題・課題に対する解決支援を行うサービスです。本サービスはHi-Bitが提供いたします。

02　月額利用料について

本サービスのご利用にあたって、月額利用料が発生いたします。サービス利用開始月の月額利用料は日割りとなります。
ご利用料金は、Ｐ2 光ギガ サービス料金表にてご確認ください。 
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01　「ひかり安心パック（N）」サービスについて

● ひかり安心パック（N）

パソコンや通信機器の故障からインターネット上でのウィルスや操作ミスなど様々なトラブルに対応する5つのサービスが
パックになったサービスです。

02　月額利用料について

本サービスのご利用にあたって、月額利用料が発生いたします。月額利用料はご利用開始日の翌月からHi-Bi tより請
求させていただきます。ご利用料金は、Ｐ2 光ギガ サービス料金表にてご確認ください。 

01　「サポートレスキューネクスト」サービスについて

● サポートレスキューネクスト

「サポートレスキューネクスト（以下本サービスという）」はパソコンやインターネット接続のトラブルに遭われたお客様に、
ワンストップでサポートするサービスです。

02　月額利用料について

本サービスのご利用にあたって、月額利用料が発生いたします。月額利用料はご利用開始日の翌月からHi-Bi tより請
求させていただきます。ご利用料金は、Ｐ2 光ギガ サービス料金表にてご確認ください。 


