
月額料金セット割引一覧表（税抜）

プラン
月額

利用料
プラン

月額
利用料

プラン
月額

利用料
プラン

月額
利用料

レギュラービック ¥3,980 ¥13,580 ¥-2,100 ¥11,480

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥12,580 ¥-2,100 ¥10,480

スマートビック ¥3,980 ¥13,580 ¥-2,100 ¥11,480

スマートベーシック ¥2,980 ¥12,580 ¥-2,100 ¥10,480

ブルーレイビック ¥4,780 ¥14,380 ¥-2,100 ¥12,280

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥13,380 ¥-2,100 ¥11,280

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥12,300 ¥-4,500 ¥7,800

なし - ¥9,600 ¥-2,100 ¥7,500

レギュラービック ¥3,980 ¥13,610 ¥-2,100 ¥11,510

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥12,610 ¥-2,100 ¥10,510

スマートビック ¥3,980 ¥13,610 ¥-2,100 ¥11,510

スマートベーシック ¥2,980 ¥12,610 ¥-2,100 ¥10,510

ブルーレイビック ¥4,780 ¥14,410 ¥-2,100 ¥12,310

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥13,410 ¥-2,100 ¥11,310

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥12,330 ¥-4,500 ¥7,830

なし - ¥9,630 ¥-2,100 ¥7,530

レギュラービック ¥3,980 ¥12,280 ¥-1,300 ¥10,980

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥11,280 ¥-1,300 ¥9,980

スマートビック ¥3,980 ¥12,280 ¥-1,300 ¥10,980

スマートベーシック ¥2,980 ¥11,280 ¥-1,300 ¥9,980

ブルーレイビック ¥4,780 ¥13,080 ¥-1,300 ¥11,780

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥12,080 ¥-1,300 ¥10,780

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥11,000 ¥-3,700 ¥7,300

なし - ¥8,300 ¥-1,300 ¥7,000

レギュラービック ¥3,980 ¥12,580 ¥-2,100 ¥10,480

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥11,580 ¥-2,100 ¥9,480

スマートビック ¥3,980 ¥12,580 ¥-2,100 ¥10,480

スマートベーシック ¥2,980 ¥11,580 ¥-2,100 ¥9,480

ブルーレイビック ¥4,780 ¥13,380 ¥-2,100 ¥11,280

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥12,380 ¥-2,100 ¥10,280

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥11,300 ¥-4,500 ¥6,800

なし - ¥8,600 ¥-2,100 ¥6,500

レギュラービック ¥3,980 ¥12,610 ¥-2,100 ¥10,510

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥11,610 ¥-2,100 ¥9,510

スマートビック ¥3,980 ¥12,610 ¥-2,100 ¥10,510

スマートベーシック ¥2,980 ¥11,610 ¥-2,100 ¥9,510

ブルーレイビック ¥4,780 ¥13,410 ¥-2,100 ¥11,310

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥12,410 ¥-2,100 ¥10,310

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥11,330 ¥-4,500 ¥6,830

なし - ¥8,630 ¥-2,100 ¥6,530

レギュラービック ¥3,980 ¥11,280 ¥-1,300 ¥9,980

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥10,280 ¥-1,300 ¥8,980

スマートビック ¥3,980 ¥11,280 ¥-1,300 ¥9,980

スマートベーシック ¥2,980 ¥10,280 ¥-1,300 ¥8,980

ブルーレイビック ¥4,780 ¥12,080 ¥-1,300 ¥10,780

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥11,080 ¥-1,300 ¥9,780

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥10,000 ¥-3,700 ¥6,300

なし - ¥7,300 ¥-1,300 ¥6,000

レギュラービック ¥3,980 ¥11,560 ¥-2,100 ¥9,460

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥10,560 ¥-2,100 ¥8,460

スマートビック ¥3,980 ¥11,560 ¥-2,100 ¥9,460

スマートベーシック ¥2,980 ¥10,560 ¥-2,100 ¥8,460

ブルーレイビック ¥4,780 ¥12,360 ¥-2,100 ¥10,260

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥11,360 ¥-2,100 ¥9,260

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥10,280 ¥-4,500 ¥5,780

なし - ¥7,580 ¥-2,100 ¥5,480

レギュラービック ¥3,980 ¥11,590 ¥-2,100 ¥9,490

ケーブルプラス電話 ¥1,330

¥1,330

なし -

ひかりdeトークS ¥1,300

セット
割引

提供
価格

放送サービス 通信サービス 電話サービス 多チャンネルサービス 月額
利用料
合計

ひかりdeトークS ¥1,300

ケーブルプラス電話 ¥1,330

なし -

ひかりdeトークS ¥1,300

ケーブルプラス電話

ひかりdeネット　1G

＋

Security Z

¥4,800

ひかりdeネット　50M ¥3,780

ひかりdeテレビ

ひかりdeネット　10G

＋

Security Z

¥2,500

¥5,800



レギュラーベーシック ¥2,980 ¥10,590 ¥-2,100 ¥8,490

スマートビック ¥3,980 ¥11,590 ¥-2,100 ¥9,490

スマートベーシック ¥2,980 ¥10,590 ¥-2,100 ¥8,490

ブルーレイビック ¥4,780 ¥12,390 ¥-2,100 ¥10,290

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥11,390 ¥-2,100 ¥9,290

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥10,310 ¥-4,500 ¥5,810

なし - ¥7,610 ¥-2,100 ¥5,510

レギュラービック ¥3,980 ¥10,260 ¥-1,300 ¥8,960

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥9,260 ¥-1,300 ¥7,960

スマートビック ¥3,980 ¥10,260 ¥-1,300 ¥8,960

スマートベーシック ¥2,980 ¥9,260 ¥-1,300 ¥7,960

ブルーレイビック ¥4,780 ¥11,060 ¥-1,300 ¥9,760

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥10,060 ¥-1,300 ¥8,760

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥8,980 ¥-3,700 ¥5,280

なし - ¥6,280 ¥-1,300 ¥4,980

レギュラービック ¥3,980 ¥11,780 ¥-2,100 ¥9,680

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥10,780 ¥-2,100 ¥8,680

スマートビック ¥3,980 ¥11,780 ¥-2,100 ¥9,680

スマートベーシック ¥2,980 ¥10,780 ¥-2,100 ¥8,680

ブルーレイビック ¥4,780 ¥12,580 ¥-2,100 ¥10,480

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥11,580 ¥-2,100 ¥9,480

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥10,500 ¥-4,500 ¥6,000

なし - ¥7,800 ¥-2,100 ¥5,700

レギュラービック ¥3,980 ¥11,810 ¥-2,100 ¥9,710

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥10,810 ¥-2,100 ¥8,710

スマートビック ¥3,980 ¥11,810 ¥-2,100 ¥9,710

スマートベーシック ¥2,980 ¥10,810 ¥-2,100 ¥8,710

ブルーレイビック ¥4,780 ¥12,610 ¥-2,100 ¥10,510

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥11,610 ¥-2,100 ¥9,510

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥10,530 ¥-4,500 ¥6,030

なし - ¥7,830 ¥-2,100 ¥5,730

レギュラービック ¥3,980 ¥10,480 ¥-1,300 ¥9,180

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥9,480 ¥-1,300 ¥8,180

スマートビック ¥3,980 ¥10,480 ¥-1,300 ¥9,180

スマートベーシック ¥2,980 ¥9,480 ¥-1,300 ¥8,180

ブルーレイビック ¥4,780 ¥11,280 ¥-1,300 ¥9,980

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥10,280 ¥-1,300 ¥8,980

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥9,200 ¥-3,700 ¥5,500

なし - ¥6,500 ¥-1,300 ¥5,200

レギュラービック ¥3,980 ¥11,480 ¥-2,100 ¥9,380

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥10,480 ¥-2,100 ¥8,380

スマートビック ¥3,980 ¥11,480 ¥-2,100 ¥9,380

スマートベーシック ¥2,980 ¥10,480 ¥-2,100 ¥8,380

ブルーレイビック ¥4,780 ¥12,280 ¥-2,100 ¥10,180

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥11,280 ¥-2,100 ¥9,180

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥10,200 ¥-4,500 ¥5,700

なし - ¥7,500 ¥-2,100 ¥5,400

レギュラービック ¥3,980 ¥11,510 ¥-2,100 ¥9,410

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥10,510 ¥-2,100 ¥8,410

スマートビック ¥3,980 ¥11,510 ¥-2,100 ¥9,410

スマートベーシック ¥2,980 ¥10,510 ¥-2,100 ¥8,410

ブルーレイビック ¥4,780 ¥12,310 ¥-2,100 ¥10,210

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥11,310 ¥-2,100 ¥9,210

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥10,230 ¥-4,500 ¥5,730

なし - ¥7,530 ¥-2,100 ¥5,430

レギュラービック ¥3,980 ¥10,180 ¥-1,300 ¥8,880

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥9,180 ¥-1,300 ¥7,880

スマートビック ¥3,980 ¥10,180 ¥-1,300 ¥8,880

スマートベーシック ¥2,980 ¥9,180 ¥-1,300 ¥7,880

ブルーレイビック ¥4,780 ¥10,980 ¥-1,300 ¥9,680

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥9,980 ¥-1,300 ¥8,680

セレクト4ch※ ¥2,700 ¥8,900 ¥-3,700 ¥5,200

なし - ¥6,200 ¥-1,300 ¥4,900

ケーブルプラス電話 ¥1,330

なし -

なし -

ひかりdeトークS

ケーブルプラス電話

なし

ひかりdeトークS

ケーブルプラス電話ひかりdeネット VDSL ¥3,700

¥1,300

¥1,330

-

¥1,300

¥1,330

ひかりdeネット　50M ¥3,780

ひかりdeネット マンション1G ¥4,000

ひかりdeテレビ ¥2,500



レギュラービック ¥3,980 ¥7,780 ¥-600 ¥7,180

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥6,780 ¥-600 ¥6,180

スマートビック ¥3,980 ¥7,780 ¥-600 ¥7,180

スマートベーシック ¥2,980 ¥6,780 ¥-600 ¥6,180

ブルーレイビック ¥4,780 ¥8,580 ¥-600 ¥7,980

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥7,580 ¥-600 ¥6,980

なし - ¥3,800 ¥-300 ¥3,500

レギュラービック ¥3,980 ¥7,810 ¥-600 ¥7,210

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥6,810 ¥-600 ¥6,210

スマートビック ¥3,980 ¥7,810 ¥-600 ¥7,210

スマートベーシック ¥2,980 ¥6,810 ¥-600 ¥6,210

ブルーレイビック ¥4,780 ¥8,610 ¥-600 ¥8,010

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥7,610 ¥-600 ¥7,010

なし - ¥3,830 ¥-300 ¥3,530

レギュラービック ¥3,980 ¥6,480 ¥-300 ¥6,180

レギュラーベーシック ¥2,980 ¥5,480 ¥-300 ¥5,180

スマートビック ¥3,980 ¥6,480 ¥-300 ¥6,180

スマートベーシック ¥2,980 ¥5,480 ¥-300 ¥5,180

ブルーレイビック ¥4,780 ¥7,280 ¥-300 ¥6,980

ブルーレイベーシック ¥3,780 ¥6,280 ¥-300 ¥5,980

ひかりdeトークS ¥1,300 - - ¥7,100 ¥-800 ¥6,300

ケーブルプラス電話 ¥1,330 - - ¥7,130 ¥-800 ¥6,330

ひかりdeトークS ¥1,300 - - ¥6,100 ¥-800 ¥5,300

ケーブルプラス電話 ¥1,330 - - ¥6,130 ¥-800 ¥5,330

ひかりdeトークS ¥1,300 - - ¥5,080 ¥-800 ¥4,280

ケーブルプラス電話 ¥1,330 - - ¥5,110 ¥-800 ¥4,310

ひかりdeトークS ¥1,300 - - ¥5,300 ¥-800 ¥4,500

ケーブルプラス電話 ¥1,330 - - ¥5,330 ¥-800 ¥4,530

ひかりdeトークS ¥1,300 - - ¥5,000 ¥-800 ¥4,200

ケーブルプラス電話 ¥1,330 - - ¥5,030 ¥-800 ¥4,230

※セレクト4ch・・・・・セレクトチャンネル【FOXセレクト】、【ファミリーセレクト】、【ニュース＆エンタメセレクト】のいずれかを指します。

また、月額利用料にはセットトップボックス（標準STB）が含まれます。

なし -

ひかりdeトークS ¥1,300

ケーブルプラス電話 ¥1,330

なし -

ひかりdeテレビ

ひかりdeネット　50M

ひかりdeネット VDSL ¥3,700

ひかりdeネット マンション1G ¥4,000

なし

ひかりdeネット　10G　＋
Security Z

ひかりdeネット　1G　＋
Security Z

-

¥5,800

¥4,800

¥3,780

¥2,500



月額料金セット割引一覧表（税込）

プラン
月額

利用料
プラン

月額
利用料

プラン
月額

利用料
プラン

月額
利用料

レギュラービック ¥4,378 ¥14,938 ¥-2,310 ¥12,628

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥13,838 ¥-2,310 ¥11,528

スマートビック ¥4,378 ¥14,938 ¥-2,310 ¥12,628

スマートベーシック ¥3,278 ¥13,838 ¥-2,310 ¥11,528

ブルーレイビック ¥5,258 ¥15,818 ¥-2,310 ¥13,508

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥14,718 ¥-2,310 ¥12,408

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥13,530 ¥-4,950 ¥8,580

なし - ¥10,560 ¥-2,310 ¥8,250

レギュラービック ¥4,378 ¥14,971 ¥-2,310 ¥12,661

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥13,871 ¥-2,310 ¥11,561

スマートビック ¥4,378 ¥14,971 ¥-2,310 ¥12,661

スマートベーシック ¥3,278 ¥13,871 ¥-2,310 ¥11,561

ブルーレイビック ¥5,258 ¥15,851 ¥-2,310 ¥13,541

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥14,751 ¥-2,310 ¥12,441

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥13,563 ¥-4,950 ¥8,613

なし - ¥10,593 ¥-2,310 ¥8,283

レギュラービック ¥4,378 ¥13,508 ¥-1,430 ¥12,078

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥12,408 ¥-1,430 ¥10,978

スマートビック ¥4,378 ¥13,508 ¥-1,430 ¥12,078

スマートベーシック ¥3,278 ¥12,408 ¥-1,430 ¥10,978

ブルーレイビック ¥5,258 ¥14,388 ¥-1,430 ¥12,958

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥13,288 ¥-1,430 ¥11,858

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥12,100 ¥-4,070 ¥8,030

なし - ¥9,130 ¥-1,430 ¥7,700

レギュラービック ¥4,378 ¥13,838 ¥-2,310 ¥11,528

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥12,738 ¥-2,310 ¥10,428

スマートビック ¥4,378 ¥13,838 ¥-2,310 ¥11,528

スマートベーシック ¥3,278 ¥12,738 ¥-2,310 ¥10,428

ブルーレイビック ¥5,258 ¥14,718 ¥-2,310 ¥12,408

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥13,618 ¥-2,310 ¥11,308

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥12,430 ¥-4,950 ¥7,480

なし - ¥9,460 ¥-2,310 ¥7,150

レギュラービック ¥4,378 ¥13,871 ¥-2,310 ¥11,561

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥12,771 ¥-2,310 ¥10,461

スマートビック ¥4,378 ¥13,871 ¥-2,310 ¥11,561

スマートベーシック ¥3,278 ¥12,771 ¥-2,310 ¥10,461

ブルーレイビック ¥5,258 ¥14,751 ¥-2,310 ¥12,441

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥13,651 ¥-2,310 ¥11,341

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥12,463 ¥-4,950 ¥7,513

なし - ¥9,493 ¥-2,310 ¥7,183

レギュラービック ¥4,378 ¥12,408 ¥-1,430 ¥10,978

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥11,308 ¥-1,430 ¥9,878

スマートビック ¥4,378 ¥12,408 ¥-1,430 ¥10,978

スマートベーシック ¥3,278 ¥11,308 ¥-1,430 ¥9,878

ブルーレイビック ¥5,258 ¥13,288 ¥-1,430 ¥11,858

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥12,188 ¥-1,430 ¥10,758

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥11,000 ¥-4,070 ¥6,930

なし - ¥8,030 ¥-1,430 ¥6,600

レギュラービック ¥4,378 ¥12,716 ¥-2,310 ¥10,406

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥11,616 ¥-2,310 ¥9,306

スマートビック ¥4,378 ¥12,716 ¥-2,310 ¥10,406

スマートベーシック ¥3,278 ¥11,616 ¥-2,310 ¥9,306

ブルーレイビック ¥5,258 ¥13,596 ¥-2,310 ¥11,286

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥12,496 ¥-2,310 ¥10,186

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥11,308 ¥-4,950 ¥6,358

なし - ¥8,338 ¥-2,310 ¥6,028

レギュラービック ¥4,378 ¥12,749 ¥-2,310 ¥10,439

ひかりdeネット　50M ¥4,158

ひかりdeトークS ¥1,430

ケーブルプラス電話 ¥1,463

-

ひかりdeネット　1G

＋

Security Z

¥5,280

ひかりdeトークS ¥1,430

ケーブルプラス電話 ¥1,463

なし -

提供
価格

ひかりdeテレビ ¥2,750

ひかりdeネット　10G

＋
Security Z

¥6,380

ひかりdeトークS ¥1,430

ケーブルプラス電話 ¥1,463

なし

放送サービス 通信サービス 電話サービス 多チャンネルサービス 月額
利用料
合計

セット
割引



レギュラーベーシック ¥3,278 ¥11,649 ¥-2,310 ¥9,339

スマートビック ¥4,378 ¥12,749 ¥-2,310 ¥10,439

スマートベーシック ¥3,278 ¥11,649 ¥-2,310 ¥9,339

ブルーレイビック ¥5,258 ¥13,629 ¥-2,310 ¥11,319

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥12,529 ¥-2,310 ¥10,219

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥11,341 ¥-4,950 ¥6,391

なし - ¥8,371 ¥-2,310 ¥6,061

レギュラービック ¥4,378 ¥11,286 ¥-1,430 ¥9,856

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥10,186 ¥-1,430 ¥8,756

スマートビック ¥4,378 ¥11,286 ¥-1,430 ¥9,856

スマートベーシック ¥3,278 ¥10,186 ¥-1,430 ¥8,756

ブルーレイビック ¥5,258 ¥12,166 ¥-1,430 ¥10,736

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥11,066 ¥-1,430 ¥9,636

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥9,878 ¥-4,070 ¥5,808

なし - ¥6,908 ¥-1,430 ¥5,478

レギュラービック ¥4,378 ¥12,958 ¥-2,310 ¥10,648

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥11,858 ¥-2,310 ¥9,548

スマートビック ¥4,378 ¥12,958 ¥-2,310 ¥10,648

スマートベーシック ¥3,278 ¥11,858 ¥-2,310 ¥9,548

ブルーレイビック ¥5,258 ¥13,838 ¥-2,310 ¥11,528

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥12,738 ¥-2,310 ¥10,428

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥11,550 ¥-4,950 ¥6,600

なし - ¥8,580 ¥-2,310 ¥6,270

レギュラービック ¥4,378 ¥12,991 ¥-2,310 ¥10,681

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥11,891 ¥-2,310 ¥9,581

スマートビック ¥4,378 ¥12,991 ¥-2,310 ¥10,681

スマートベーシック ¥3,278 ¥11,891 ¥-2,310 ¥9,581

ブルーレイビック ¥5,258 ¥13,871 ¥-2,310 ¥11,561

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥12,771 ¥-2,310 ¥10,461

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥11,583 ¥-4,950 ¥6,633

なし - ¥8,613 ¥-2,310 ¥6,303

レギュラービック ¥4,378 ¥11,528 ¥-1,430 ¥10,098

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥10,428 ¥-1,430 ¥8,998

スマートビック ¥4,378 ¥11,528 ¥-1,430 ¥10,098

スマートベーシック ¥3,278 ¥10,428 ¥-1,430 ¥8,998

ブルーレイビック ¥5,258 ¥12,408 ¥-1,430 ¥10,978

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥11,308 ¥-1,430 ¥9,878

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥10,120 ¥-4,070 ¥6,050

なし - ¥7,150 ¥-1,430 ¥5,720

レギュラービック ¥4,378 ¥12,628 ¥-2,310 ¥10,318

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥11,528 ¥-2,310 ¥9,218

スマートビック ¥4,378 ¥12,628 ¥-2,310 ¥10,318

スマートベーシック ¥3,278 ¥11,528 ¥-2,310 ¥9,218

ブルーレイビック ¥5,258 ¥13,508 ¥-2,310 ¥11,198

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥12,408 ¥-2,310 ¥10,098

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥11,220 ¥-4,950 ¥6,270

なし - ¥8,250 ¥-2,310 ¥5,940

レギュラービック ¥4,378 ¥12,661 ¥-2,310 ¥10,351

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥11,561 ¥-2,310 ¥9,251

スマートビック ¥4,378 ¥12,661 ¥-2,310 ¥10,351

スマートベーシック ¥3,278 ¥11,561 ¥-2,310 ¥9,251

ブルーレイビック ¥5,258 ¥13,541 ¥-2,310 ¥11,231

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥12,441 ¥-2,310 ¥10,131

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥11,253 ¥-4,950 ¥6,303

なし - ¥8,283 ¥-2,310 ¥5,973

レギュラービック ¥4,378 ¥11,198 ¥-1,430 ¥9,768

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥10,098 ¥-1,430 ¥8,668

スマートビック ¥4,378 ¥11,198 ¥-1,430 ¥9,768

スマートベーシック ¥3,278 ¥10,098 ¥-1,430 ¥8,668

ブルーレイビック ¥5,258 ¥12,078 ¥-1,430 ¥10,648

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥10,978 ¥-1,430 ¥9,548

セレクト4ch※ ¥2,970 ¥9,790 ¥-4,070 ¥5,720

なし - ¥6,820 ¥-1,430 ¥5,390

ひかりdeネット VDSL ¥4,070

ひかりdeトークS ¥1,430

ケーブルプラス電話 ¥1,463

なし -

ひかりdeネット マンション1G ¥4,400

ひかりdeトークS ¥1,430

ケーブルプラス電話 ¥1,463

なし -

ひかりdeネット　50M ¥4,158 ケーブルプラス電話 ¥1,463

なし -

ひかりdeテレビ ¥2,750



レギュラービック ¥4,378 ¥8,558 ¥-660 ¥7,898

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥7,458 ¥-660 ¥6,798

スマートビック ¥4,378 ¥8,558 ¥-660 ¥7,898

スマートベーシック ¥3,278 ¥7,458 ¥-660 ¥6,798

ブルーレイビック ¥5,258 ¥9,438 ¥-660 ¥8,778

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥8,338 ¥-660 ¥7,678

セレクト4ch※ - ¥4,180 ¥-330 ¥3,850

レギュラービック ¥4,378 ¥8,591 ¥-660 ¥7,931

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥7,491 ¥-660 ¥6,831

スマートビック ¥4,378 ¥8,591 ¥-660 ¥7,931

スマートベーシック ¥3,278 ¥7,491 ¥-660 ¥6,831

ブルーレイビック ¥5,258 ¥9,471 ¥-660 ¥8,811

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥8,371 ¥-660 ¥7,711

セレクト4ch※ - ¥4,213 ¥-330 ¥3,883

レギュラービック ¥4,378 ¥7,128 ¥-330 ¥6,798

レギュラーベーシック ¥3,278 ¥6,028 ¥-330 ¥5,698

スマートビック ¥4,378 ¥7,128 ¥-330 ¥6,798

スマートベーシック ¥3,278 ¥6,028 ¥-330 ¥5,698

ブルーレイビック ¥5,258 ¥8,008 ¥-330 ¥7,678

ブルーレイベーシック ¥4,158 ¥6,908 ¥-330 ¥6,578

ひかりdeトークS ¥1,430 - - ¥7,810 ¥-880 ¥6,930

ケーブルプラス電話 ¥1,463 - - ¥7,843 ¥-880 ¥6,963

ひかりdeトークS ¥1,430 - - ¥6,710 ¥-880 ¥5,830

ケーブルプラス電話 ¥1,463 - - ¥6,743 ¥-880 ¥5,863

ひかりdeトークS ¥1,430 - - ¥5,588 ¥-880 ¥4,708

ケーブルプラス電話 ¥1,463 - - ¥5,621 ¥-880 ¥4,741

ひかりdeトークS ¥1,430 - - ¥5,830 ¥-880 ¥4,950

ケーブルプラス電話 ¥1,463 - - ¥5,863 ¥-880 ¥4,983

ひかりdeトークS ¥1,430 - - ¥5,500 ¥-880 ¥4,620

ケーブルプラス電話 ¥1,463 - - ¥5,533 ¥-880 ¥4,653

※セレクト4ch・・・・・セレクトチャンネル【FOXセレクト】、【ファミリーセレクト】、【ニュース＆エンタメセレクト】のいずれかを指します。

また、月額利用料にはセットトップボックス（標準STB）が含まれます。

ひかりdeネット VDSL ¥4,070

なし -

ひかりdeネット　10G　＋
Security Z

¥6,380

ひかりdeネット　1G　＋
Security Z

¥5,280

ひかりdeネット　50M ¥4,158

ひかりdeネット マンション1G ¥4,400

なし -

ひかりdeトークS ¥1,430

ケーブルプラス電話 ¥1,463

なし -

ひかりdeテレビ ¥2,750


