
■ぷらら光メイト with フレッツ
以下に示す料金は、本サービスを利用するための最小構成であり、実際の利用環境や契約する付加サービス等により異なる場合があります。

最新のフレッツ光利用料はNTT東日本・NTT西日本のホームページでご確認ください。

（１）NTT東日本エリア
■戸建て向け（ホームタイプ）

ぷらら月額基本料（＊２）

フレッツ光利用料（＊３）

ぷらら月額基本料（＊２）

フレッツ光利用料（＊３)

■集合住宅向け（マンションタイプ）

プラン1 プラン2 ミニ プラン1 プラン2 ミニ プラン1 プラン2 ミニ

4,565円 4,125円 5,005円 4,345円 3,905円 4,785円 3,960円 3,520円 4,400円

ぷらら月額基本料（＊２） 880円 880円 660円（＊7） 880円 880円 660円（＊7） 880円 880円 660円（＊7）

フレッツ光利用料（＊３） 3,685円 3,245円 4,345円 3,465円 3,025円 4,125円 3,080円 2,640円 3,740円

4,455円 4,015円 5,115円 4,235円 3,795円 4,895円 3,850円 3,410円 4,510円

ぷらら月額基本料（＊２） 770円 770円 770円 770円 770円 770円 770円 770円 770円

フレッツ光利用料（＊３) 3,685円 3,245円 4,345円 3,465円 3,025円 4,125円 3,080円 2,640円 3,740円

（2）NTT西日本エリア
■戸建て向け（ホームタイプ）

ぷらら月額基本料（＊２）

フレッツ光利用料（＊３）

ぷらら月額基本料（＊２）

フレッツ光利用料（＊３)

■集合住宅向け（マンションタイプ）

プラン1 プラン2 ミニ プラン1 プラン2 ミニ

4,455円 4,015円 5,005円 3,795円 3,355円 4,345円

ぷらら月額基本料（＊２） 880円 880円 660円（＊11） 880円 880円 660円（＊11）
フレッツ光利用料（＊３） 3,575円 3,135円 4,345円 2,915円 2,475円 3,685円

4,345円 3,905円 5,115円 3,685円 3,245円 4,455円

ぷらら月額基本料（＊２） 770円 770円 770円 770円 770円 770円
フレッツ光利用料（＊３) 3,575円 3,135円 4,345円 2,915円 2,475円 3,685円

　

ぷらら光IP電話メイト with フレッツ（マンション）
月額利用料金（合計）（＊１）

3,190円～5,610円

内訳
770円

2,420円（基本料金）～4,840円（上限額）

＊１. サービスごとの消費税込みの総額を表示しています。複数のサービスを契約している場合は、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合があります。
＊２ .「ぷらら光メイト with フレッツ利用規約」中の「インターネット接続」に係る料金を表示しています。付加（オプション）サービスをご利用の場合は、別途料金がかかります。
　　   なお、「ぷらら光IP電話メイト with フレッツ」はユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料が別途かかります。ユニバーサルサービス料の最新の番号単価はユニバーサルサービス支援機関（一般社団法人電気
       通信事業者協会）のホームページ（http://www.tca.or.jp/universalservice/）でご確認いただけます。電話リレーサービス料の最新の番号単価は、電話リレーサービス支援機関（一般社団法人電気通信事業者協会）
       のホームページ（https://www.tca.or.jp/telephonerelay_service_support/）にてご確認いただけます。
＊３. NTT東日本エリアの場合は「にねん割」適用後の料金です（フレッツ 光クロスを除く）。
　　   NTT西日本エリアの場合は「光はじめ割」（フレッツ 光ライトは「フレッツ・あっと割引」）適用後の料金です。
　　　 IP電話サービス対応機器をレンタルされる場合は別途レンタル料金がかかります。
　　   NTT東日本・NTT西日本の光回線利用料につきましては、NTT東日本・NTT西日本のキャンペーンに準じます。詳しくはNTT東日本・NTT西日本へお問い合わせください。
＊４. ［NTT東日本エリア］　「フレッツ 光ライト ファミリータイプ」は1か月あたり利用量200MByteまで基本料金の月額2,530円でご利用いただけます。超過分は通信料33円（税込）／10MByteがかかり、
　　　　上限額は月額5,830円です。
＊５. ［NTT東日本エリア］　「フレッツ 光ライトプラス ファミリータイプ」は1か月あたり利用量3,000MByteまで基本料金の月額4,180円でご利用いただけます。超過分は通信料26.4円（税込）／100MByteがかかり、
　　　　上限額は月額6,050円です。
＊６. ［NTT東日本エリア］　「フレッツ 光ライト マンションタイプ」は1か月あたり利用量200MByteまで基本料金の月額2,200円でご利用いただけます。超過分は通信料33円（税込）／10MByteがかかり、
　　　　上限額は月額4,730円です。
＊７. ［NTT東日本エリア］　フレッツ光が「マンションタイプ ミニ」の場合に適用します（同一集合住宅などで、フレッツ光が4〜7契約が見込める場合は660円、8契約以上が見込める場合は880円となります）。
＊８. ［NTT東日本エリア］　同一集合住宅などで、フレッツ光が4〜7契約が見込める場合は2,860円〜5.388円、8契約以上が見込める場合は3,080円〜5,610円となります。
＊９. ［NTT西日本エリア］　「フレッツ 光ライト ファミリータイプ」は1か月あたり利用量320MByteまで基本料金の3,080円でご利用いただけます。超過分は通信料30.8円（税込）／10MByteがかかり、
　　　　上限額は月額6,160円です。
＊10.［NTT西日本エリア］　「フレッツ 光ライト マンションタイプ」は1か月あたり利用量320MByteまで基本料金の2,420円でご利用いただけます。超過分は通信料30.8円（税込）／10MByteがかかり、
　　　　上限額は月額4,840円です。

ぷらら光メイト with フレッツ（マンション）
月額利用料金（合計）（＊１）

3,300円～5,720円
（3,080円～5,500円 ＊12）

内訳
880円（660円 ＊11）

2,420円（基本料金）～4,840円（上限額）

フレッツ 光ネクスト
マンションタイプ／マンション・ハイスピードタイプ（ひかり配線方式のみ）／

マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼（ひかり配線方式のみ）
フレッツ 光ライト マンションタイプ（＊10）

VDSL方式／ひかり配線方式 ＬＡＮ配線方式
ひかり配線方式

ぷらら光IP電話メイト with フレッツ（ホーム）
月額利用料金（合計）（＊１）

5,720円 4,070円～7,150円

内訳
990円 990円

4,730円 3,080円（基本料金）～6,160円（上限額）

ぷらら光メイト with フレッツ（ホーム）
月額利用料金（合計）（＊１）

5,830円 4,180円～7,260円

内訳
1,100円 1,100円
4,730円 3,080円（基本料金）～6,160円（上限額）

ぷらら光IP電話メイト with フレッツ（マンション）
月額利用料金（合計）（＊１）

2,970円～5,500円

内訳

770円

2,200円（基本料金）
～4,730円（上限額）

フレッツ 光ネクスト
ファミリータイプ／ファミリー・ハイスピードタイプ／

ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼
フレッツ 光ライト ファミリータイプ（＊9）

ぷらら光メイト with フレッツ（マンション）
月額利用料金（合計）（＊１）

3,080円～5,610円
（2,860円～5,390円 ＊8）

内訳

880円（660円 ＊7）

2,200円（基本料金）
～4,730円（上限額）

4,180円（基本料金）
～6,050円（上限額）

フレッツ 光ネクスト
 マンション・ギガラインタイプ

（光配線方式のみ）

フレッツ 光ネクスト
マンションタイプ ／ マンション・ハイスピードタイプ

（光配線方式のみ）

フレッツ 光ライト
マンションタイプ（＊6）

光配線方式 VDSL方式／光配線方式 ＬＡＮ配線方式
光配線方式

内訳

- 990円 990円  990円  990円

- 5,170円 4,950円 3,080円（基本料金）
～6,380円（上限額）

ぷらら光ＩＰ電話メイト with フレッツ（ホーム）
月額利用料金（合計）（＊１）

- 6,160円 5,940円 4,070円～7,370円 5,170円～7,040円

 1,100円

6,050円 5,170円 4,950円 3,080円（基本料金）
～6,380円（上限額）

 4,180円（基本料金）
～6,050円（上限額）

内訳

1,100円 1,100円 1,100円  1,100円

ぷらら光メイト with フレッツ（ホーム）
月額利用料金（合計）（＊１） 7,150円 6,270円 6,050円 4,180円～7,480円 5,280円～7,150円

ぷらら個人向けサービス提供条件のご案内　 （2022年9月現在）　表示額はすべて消費税込みです。

フレッツ 光クロス フレッツ 光ネクスト
ファミリー・ギガラインタイプ

フレッツ 光ネクスト
ファミリータイプ／

 ファミリー・ハイスピードタイプ

フレッツ 光ライト
ファミリータイプ（＊4）

 フレッツ 光ライトプラス
ファミリータイプ（＊5）



■ぷらら光セット　（NTT東日本・NTT西日本フレッツ光対応のサービス）
■ぷらら光セット  ■ぷらら光IP 電話セット

■その他のインターネット接続サービス

ぷらコミ０

ぷらコミ３ 

ぷらコミ５

ぷらコミ１０

ぷらコミ２０

ぷらコミ３０

■電話サービス

　

ぷららフォン for フレッツ 無料

ぷららフォン for フレッツまたは通話可能な無料IP電話：無料
日本国内の通話：8.8円/3分
携帯電話・PHS：17.49円/1分
国際電話：通話先によって異なります。

＜ご注意事項＞
・各フレッツプランをご利用の場合は、NTT 東日本、NTT 西日本が提供するフレッツサービスに加入する必要があります。また、加入時の工事料金、月額利用料金（「ぷらら光パック with フレッツ」を除く）が別途必要です。
・特典適用期間中の解約・退会はできません。止むを得ない理由により解約・退会される場合は、解約・退会月分の1か月分のご利用料金を申し受けます。
　ただし、「ぷらら光パック with フレッツ」または「ぷらら光セット」の場合は、 初回ログイン月以外は解約・退会月の残日数分で日割計算したものを加算して請求させていただきます。
・「ぷららフォン for フレッツ」をご利用のお客さまには、ユニバーサルサービス料を請求させていただきます。
　なお、最新の番号単価はユニバーサルサービス支援機関（一般社団法人電気通信事業者協会）のホームページ（http://www.tca.or.jp/universalservice/）にてご確認いただけます。
・「ぷららフォン for フレッツ」をご利用のお客さまには、電話リレーサービス料を請求させていただきます。
  なお、最新の番号単価は電話リレーサービス支援機関（一般社団法人電気通信事業者協会）のホームページ（https://www.tca.or.jp/telephonerelay_service_support/）にてご確認いただけます。

モバイルセット 660円 モバイルAP使い放題（接続時の通信料金は別途ご利用各電話会社より請求となります）。

お申込みサービス名 ぷらら月額基本料 通話先別の主な通話料金

ぷらコミプラン

220円 接続料金は11円/3分（23～8時は11円/4分）にて、ドコモから一括請求させていただきます（通信料金込）。
660円（3時間まで） 接続料金と通信料が込みのプランです。

利用時間が、各プラン猶予時間を超過した場合は、別途8.8円/分の超過料金がかかります（通信料金
込）。
他のプランからぷらコミプランへ変更された場合、料金は、変更手続きを行った翌月からの適用となり
ます。

 990円（5時間まで）
 1,870円（10時間まで）
 3,630円（20時間まで）
 5,390円（30時間まで）

スペシャルセット 1,078円 接続料金は9.35円/3分にて、ドコモから一括請求させていただきます（通信料金込）。
インターネットセット 1,815円 接続料金は8.25円/3分にて、ドコモから一括請求させていただきます（通信料金込）。

フレッツ・ADSLセット 935円 715円
別途NTT東日本、NTT西日本が提供する各フレッツサービスの
利用料金が必要です。

フレッツ・ADSLライトセット
（NTT東日本エリアのみ）

550円 特割価格なし

フレッツ・ISDNセット 770円 適用外

マンション 1,045円 マンション 935円

※別途NTT東日本・NTT西日本が提供する「フレッツ 光ネクスト」の利用料金が必要です。
※付加（オプション）サービスをご利用の場合は、別途料金がかかります。なお、「ぷらら光IP電話セット」はユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料が別途かかります。
　 ユニバーサルサービス料の最新の番号単価はユニバーサルサービス支援機関（一般社団法人電気通信事業者協会）のホームページ（http://www.tca.or.jp/universalservice/）でご確認いただけます。
　 電話リレーサービス料の最新の番号単価は、電話リレーサービス支援機関（一般社団法人電気通信事業者協会）のホームページ（https://www.tca.or.jp/telephonerelay_service_support/）にてご確認いただけます。

お申込みサービス名
ぷらら月額基本料

備考
通常料金（月額）  ぷららフォン for フレッツ特割適用後

回線タイプ ぷらら月額基本料 回線タイプ ぷらら月額基本料

ホーム 1,320円 ホーム 1,210円


