別紙3（割引制度）
○以下の条件をお約束いただいたお客様には割引が適用されます。ただし、各割引には申込みが必要です。
割引に必要となる
サービス加入種別
割引名称
割引されるもの 割引料金
適用

放送

FTTH

割引条件

■建物条件：集合住宅のうち当社のVDSL設備が設
置された物件
VDSL長期割引◆
（新規受付終了）

月額利用料

216円
（税抜200円）

毎月

最低利用期間および違約金

電話

■詳細内容：以下の光インターネットサービスを指
定期間ご利用継続をお約束いただく方

○

○光インターネットサービス
ひかりdeネットVDSLコース

最低利用期間
利用開始月を含む24ヶ月間
違約金（不課税）
最低利用期間内の解約時
一律 2,500円

■建物条件：集合住宅（個別契約のみ）
■詳細内容：以下の光インターネット、電話サービス
のうち1ずつを選択し、ご利用者様が所有のスマート
フォンの特定利用料割引関連サービス（ソフトバン
ク：ホワイトコール24、au：auスマートバリューのいず
最低利用期間
れか）にご加入されていない場合、割引が適用され
ます。
なし
TCN割

月額利用料

410円
（税抜380円）

毎月

○

○

○光インターネットサービス
ひかりdeネットバルクG（500・100・30）、ひかりdeネッ
違約金
トバルク（100・30）各コースのいずれか1つ
（ひかりdeネットベーシック含む）
なし
○電話サービス
ケーブルプラス電話、ひかりdeトーク（S)のいずれか
1つ
※ひかりdeネットバルク（100・30）とケーブルプラス
電話は組合せの選択が出来ません。
■建物条件：戸建て、集合住宅（個別契約のみ）
■詳細内容：以下の放送、光インターネット、電話
サービスのうち1ずつを選択し、指定期間ご利用継
続をお約束いただく方
最低利用期間
○放送サービス
デジタル移行、デジパックライトコースのいずれか1 利用開始月を含む36ヶ月間
つ

新約束割引トリプル500◆
（新規受付終了）

月額利用料

540円
（税抜500円）

毎月

○

○

○

○光インターネットサービス
違約金（不課税）
ひかりdeネット（ホーム）各コースのいずれか1つ
（withカスペルスキーコース、ひかりdeネットベーシッ 最低利用期間内の解約時
ク（ホーム）コースを含む）
12ヶ月以内 10,000円
24ヶ月以内 7,500円
○電話サービス
36ヶ月以内 5,000円
ケーブルプラス電話、ひかりdeトーク（S)、ひかりde
トーク（F）のいずれか1つ
■その他：同一名義の申込みに限ります。一部割引
サービスとの併用はできません。

■建物条件：戸建て、集合住宅（個別契約のみ）
■詳細内容：以下の放送、光インターネット、電話
サービスのうち1ずつを選択し、指定期間ご利用継
続をお約束いただく方
最低利用期間
○放送サービス
デジパックビック、デジパックベーシックコースのい 利用開始月を含む36ヶ月間
ずれか1つ
新約束割引トリプル1000
◆
（新規受付終了）

月額利用料

1,080円
（税抜1,000
円）

毎月

○

○

○

○光インターネットサービス
違約金（不課税）
ひかりdeネット（ホーム）各コースのいずれか1つ
（withカスペルスキーコース、ひかりdeネットベーシッ 最低利用期間内の解約時
ク（ホーム）コースを含む）
12ヶ月以内 10,000円
24ヶ月以内 7,500円
○電話サービス
36ヶ月以内 5,000円
ケーブルプラス電話、ひかりdeトーク（S)、ひかりde
トーク（F）のいずれか1つ
■その他：同一名義の申込みに限ります。一部割引
サービスとの併用はできません。

■建物条件：戸建て、集合住宅（個別契約のみ）
■詳細内容：以下の放送、光インターネット、電話
サービスのうち1ずつを選択し、指定期間ご利用継
続をお約束いただく方
2,160～3,456
円
（税抜2,000～
3,200円）
セレクトパック割引◆
（新規受付終了）

月額利用料

（選択いただく
セレクトチャン
ネルパックに
より割引料金
が異なります）

最低利用期間
○放送サービス
デジパックスモールコース＋当社の指定するセレク
利用開始月を含む12ヶ月間
トチャンネルパック
毎月

○

○

○

○光インターネットサービス
ひかりdeネット（ホーム）withカスペルスキー各コー
スのいずれか1つ
（ひかりdeネットベーシック含む）

違約金（不課税）
最低利用期間内の解約時
一律 5,000円

○電話サービス
ケーブルプラス電話、ひかりdeトーク（S)、ひかりde
トーク（F）のいずれか1つ
■その他：同一名義の申込みに限ります。
最低利用期間
■建物条件：戸建て、集合住宅（個別契約のみ）
新約束割引シングル◆
（新規受付終了）

月額利用料

1,598円
（税抜1,480
円）

毎月

■詳細内容：以下の光インターネットサービスコース
を指定期間ご利用継続をお約束いただく方

○

利用開始月を含む36ヶ月間
違約金（不課税）

○ひかりdeネット（ホーム）各コースのいずれか1つ
最低利用期間内の解約時
（withカスペルスキーコース、ひかりdeネットベーシッ
12ヶ月以内 30,000円
ク（ホーム）コースを含む）
24ヶ月以内 20,000円
36ヶ月以内 10,000円
■建物条件：戸建て、集合住宅（個別契約のみ）
■詳細内容：以下の光インターネット、電話サービス 最低利用期間
のうち1ずつを選択し、指定期間ご利用継続をお約
束いただく方
利用開始月を含む36ヶ月間

新約束割引ダブル◆
（新規受付終了）

月額利用料

2,030円
（税抜1,880
円）

毎月

○

○

○光インターネットサービス
ひかりdeネット（ホーム）各コースのいずれか1つ
違約金（不課税）
（withカスペルスキーコース、ひかりdeネットベーシッ
ク（ホーム）コースを含む）
最低利用期間内の解約時
12ヶ月以内 30,000円
○電話サービス
24ヶ月以内 20,000円
ケーブルプラス電話、ひかりdeトーク（S)
36ヶ月以内 10,000円
■その他：同一名義の申込みに限ります。
■建物条件：戸建て、集合住宅（個別契約のみ）
■詳細内容：以下の光インターネット、電話サービス 最低利用期間
のうち1ずつを選択し、指定期間ご利用継続をお約
束いただく方
利用開始月を含む36ヶ月間

新約束割引Fダブル◆
（新規受付終了）

月額利用料

1,706円
（税抜1,580
円）

毎月

○

○

○光インターネットサービス
ひかりdeネット（ホーム）各コース
違約金（不課税）
（withカスペルスキーコース、ひかりdeネットベーシッ
ク（ホーム）コースを含む）
最低利用期間内の解約時
12ヶ月以内 30,000円
○電話サービス
24ヶ月以内 20,000円
ひかりdeトーク（F)
36ヶ月以内 10,000円
■その他：同一名義の申込みに限ります。

■建物条件：戸建て、集合住宅（個別契約のみ）
■詳細内容：以下の放送、光インターネット、電話
サービスのうち1ずつを選択し、指定期間ご利用継
続をいただくことで25ヶ月目以降割引を致します。

ギガ速放送割◆
（新規受付終了）

月額利用料

432円 25ヶ月目
（税抜400円） 以降毎月

○

○

○

○放送サービス
最低利用期間
共聴コースを除くデジパック各コースのいずれか1つ
なし
○光インターネットサービス
ひかりdeネット（ギガ速ホーム）
（withカスペルスキーコース、ひかりdeネットベーシッ 違約金
ク（ギガ速ホーム）コースを含む）
なし
○電話サービス
ケーブルプラス電話、ひかりdeトーク（S)、ひかりde
トーク（F）のいずれか1つ
■その他：同一名義の申込みに限ります。一部割引
サービスとの併用はできません。

■建物条件：戸建て、集合住宅（個別契約のみ）
■詳細内容：以下の光インターネット、電話サービス
のうち1ずつを選択することで利用開始月を含む最
大24ヶ月間割引を致します。

ギガ速スタート割◆
（新規受付終了）

月額利用料

432円
（税抜400円）

毎月

○

○

○電話サービス
ケーブルプラス電話、ひかりdeトーク（S)、ひかりde
トーク（F）のいずれか1つ
■その他：同一名義の申込みに限ります。一部割引
サービスとの併用はできません。

※◆は新規受付を行っておりません。

最低利用期間

○光インターネットサービス
なし
ひかりdeネットwitカスペルスキー（ギガ速ホーム）
（ひかりdeネットベーシック（ギガ速ホーム）コースを
含む）
違約金
なし

