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切り捨てます。

５００

２０ＭＢ×２口

(２口目のメールアカウン

トは、登録カード受領後、

ホームページ上からお申

込下さい。）

１００ＭＢ×１口

(登録カード受領後、ホー

ムページ上からお申込下

さい。）

指定のホームページに、

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ．ｊｐのサ

ブドメインを割当ててリ

ンクできるサービスです。

fj･alt･comp等、18,000

グループ以上

子供たちを有害なホーム

ページから守るフィルタ

リングサービスです。

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ．ｊｐ

メールアカウント

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ．ｊｐ

ホームページリンク

サービス

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光 ファミリー

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光 マンション

５,０００円(消費税別)

４,２００円(消費税別)

上記、月額利用料金で回線端末装置が１台設置されます。

回線端末装置１台につき、グローバルＩＰアドレスが１個任意割当され

ます。

回線端末装置からパソコンなどに接続するＬＡＮゲーブルは別途ご用意

願います。

サ　ー　ビ　ス　名 月額利用料

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ

　　　　　ひかり電話

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ

　　　　　ひかり電話Ａ(エース)

月額５００円(消費税別)

＋ 端末レンタル料

月額１,５００円(消費税別)

＋ 端末レンタル料

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ

　　　　　ひかりテレビ
月額６６０円(消費税別)

サ　ー　ビ　ス　名 月額利用料

・ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光オプションサービス

※ＮＴＴ西日本の「ひかり電話」、「フレッツ・テレビ」にそれぞれ相当

　します。詳しくは直接お問い合せ下さい。

※上記の月額利用料金の他に、初期費用・切替工事として、別途定める事

　務手数料及び各種工事費用等が必要になります。

※ご利用開始月の月額利用料は、日割り計算により課金を行います。

※ご利用期間は原則２４ヶ月以上とさせていただきます。

※料金起算月から２４ヶ月以内でのお客様の都合による契約解除があった

　場合は、解約金１０,０００円(消費税別)が別途かかります。

・サービス内容

　　　　　　ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光　サービス利用料金表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１５.　４.　１　現在

◆ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光　サービスの詳細、利用料金、注意事項・会員

　約款等をご確認の上、お申し込みをお願い致します。

◆本サービスに関する利用料金・手続き費用等について税込の表記されて

　いるものを除いて、消費税額分として利用料金の８％が別途かかります。

▼接続サービスの利用料金

・基本サービス

(消費税別)

(消費税別)

(消費税別)

(消費税別)

(消費税別)

(消費税別)

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光
ファミリー 月額５,０００円(消費税別)

マンション 月額４,２００円(消費税別)

別途、初期費用(事務手数料・各種工事費用)等が必要です。

最大通信速度概ね１Ｇｂｐｓ
ＮＴＴ西日本光ファイバーを使用するインターネット接続サービス

＠ｋｉｔａｋａｎｓａｉ.ｊｐ メールアドレス(１００ＭＢ)

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ.ｊｐ 地域ドメインホームページリンクサービス

国主導で行われている地域活性化事業政策で、地域ごとに様々な事業に取り組まれていますが、北関西ジャパンネットでも、
この度「地域ドメイン名」として「ｋｉｔａｋａｎｓａｉ.ｊｐ」を新たにご利用できるようにさせていただきました。
大手プロバイダードメインや．ｃｏｍドメイン等では、地域特定が出来ず、特に観光産業では地域特定が容易なことが海外
からのお客様を呼び込む有効な手段として活用していただけます。
既に他社のレンタルサーバーをお使いの方でも、現在のホームページアドレスを変えることなく、各種検索サイトからの
ユーザーを誘導できるリンクサービスです。（ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光のご利用者様は無料でご利用できます。）

○○○＠ｋｉｔａｋａｎｓａｉ．ｊｐ

ｈｔｔｐ：／／○○○．ｋｉｔａｋａｎｓａｉ．ｊｐ／

１

ＮＴＴ西日本の各種割引契約中でも
 　ご加入・お乗換えできます
ＮＴＴ西日本の各種割引契約中でも
 　ご加入・お乗換えできます

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光なら
 　１年経っても料金はお安いまま！
ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光なら
 　１年経っても料金はお安いまま！有害コンテンツフィルタリングサービス

ウィルスメールチェックサービス

迷惑メールフィルタリングサービス

おすすめその２

おすすめその１

おすすめその３

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光は、ＮＴＴ西日本の光ファイバー回線を使って、北関西ジャパンネットが提供する新しいインターネット接続サービスです。

http://www.kitakansai . jp/

i nfo@kitakansa i . jp

0796-29-2255（通話料要）

050-3430-5555（インターネット電話）

0120-889486（通話料無料）

050-3430-5555（インターネット電話）

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光



（消費税別）

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光 は、ＮＴＴ西日本の光ファイバー回線を使って、

ｎｋａｎｓａｉが提供する新しいインターネット接続サービスです。

ＮＴＴ西日本の光回線を事業者に提供することによる光コラボレーションで

実現した、これまでの「フレッツ光 (回線事業者はＮＴＴ) ＋ プロバイダー」

と別々に契約が必要だった接続サービスと異なり、光回線と接続サービスの

両方をまとめて一本化し北関西ジャパンネットが提供することで、より低価

格でより快適に光ファイバー回線でのインターネット接続サービスがご利用

でるようになりました。

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光 With ＮＴＴ西日本

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光　ファミリー
概ね１Ｇｂｐｓ
２００Ｍｂｐｓ
１００Ｍｂｐｓ

月額5,000円

（消費税別）

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光　マンション
概ね１Ｇｂｐｓ
２００Ｍｂｐｓ
１００Ｍｂｐｓ

月額4,200円

（消費税別）

サービス名 通信速度 月額利用料

上記、月額利用料には、回線終端装置が１台設置されます。
回線終端装置１台につき、グローバルＩＰアドレスが１個任意割当されます。
回線終端装置からパソコンなどに接続するＬＡＮケーブルは別途ご用意願います。

ＰＰＰｏＥによる接続認証を行うため、パソコンによる接続設定が必要です。
複数台のパソコン・スマートフォン・タブレットなどで同時にご利用になられたい場
合は、ブロードバンドルーターやホームゲートウェイ等が別途必要となります。
※ ルーター機能付きの回線終端装置をご利用いただく場合、以下のどちらかの端末レ
　 ンタル料が必ず発生します。
　 　◇ ホームゲートウェイ  月額２００円(消費税別)
　 　◇ ホームゲートウェイ(無線 LAN 機能付き)  月額３００円(消費税別)

※ 通信速度はベストエフォートです。お客様のご利用環境(パソコンの処理能力・通信
　 機器の性能等)、回線の混雑状況・ご利用時間帯によって変動することがあります。
※ 最低ご利用期間は２４ヶ月とさせていただきます。
※ 料金起算月から２４ヶ月以内でのお客様の都合による契約解除、または、契約約款
　 の規定による契約解除があった場合は、解約手数料１０,０００円(消費税別)が別途
　 かかります。

ｋｉｔａｋａｎｓａｉひかり電話 月額500円（消費税別）＋端末レンタル料

ｋｉｔａｋａｎｓａｉひかり電話Ａ(エース) 月額1,500円（消費税別）＋端末レンタル料

ｋｉｔａｋａｎｓａｉひかりテレビ 月額660円（消費税別）

サービス名 月額利用料

オプションサービスの詳細につきましては、直接お問い合せ下さい。

※ｋｉｔａｋａｎｓａｉひかり電話、ｋｉｔａｋａｎｓａｉひかりテレビはＮＴＴ西日本
　の「ひかり電話」、「フレッツ・テレビ」にそれぞれ相当します。
※ｋｉｔａｋａｎｓａｉひかり電話は基本料金と毎月の通話料金がかかります。
※ｋｉｔａｋａｎｓａｉひかり電話Ａ(エース)は上記の他にナンバー・ディスプレイ、ナン
　バー・リクエスト、キャッチホン、迷惑電話おことわりサービス、着信お知らせサービス、
　ボイスワープ機能に加え、月480円(消費税別)分(最大3時間相当)の無料通話料が含まれて
　います。
※ｋｉｔａｋａｎｓａｉひかり電話をご利用いただく場合、以下のどちらかの端末レンタ
　ル料が必ず発生します。
　 　◇ ホームゲートウェイ  月額２００円(消費税別)　
　 　◇ ホームゲートウェイ(無線 LAN 機能付き)  月額３００円(消費税別)
※ｋｉｔａｋａｎｓａｉひかりテレビの提供地域についてはお問い合せ下さい。
　現在、北近畿地域はサービス対象地域外となっております。

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光オプションサービス

●ｋｉｔａｋａｎｓａｉ．ｊｐ 地域(サブ)ドメインホームページリンクサービス
　  ※ 別途、申込みが必要です。

●ｋｉｔａｋａｎｓａｉ．ｊｐ メールアカウント (100MB) X1口
　  ※ 別途、ホームページから申込みが必要です。

現在　http://www.ABC.com/ でお使いの場合、

　　　http://ABC.kitakansai.jp/ をリンクアドレス用として使えます。

検索サイトでは「ｋａｎｓａｉ」でヒットします。

利用料金のお支払いは、月額払いのみとなります。
お支払方法は、口座引落もしくはクレジットカードによるお支払いでご利用いただけます。
ご利用開始初回月の利用料金は、ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光のサービス利用料金やオプショ
ンサービスの料金を日割り計算させていただき、初期費用と合算してご請求させていただ
きます。

●クレジットカードによるお支払いの場合
　ご利用月の月末の売上日付でクレジットカード会社にご請求させていただきます。

●口座引落の場合
　ご利用月の翌月２７日(祝日・休日の場合は翌営業日)に引落しさせていただきます。

料金のお支払いについて

上記の工事費は代表的な工事です。
お申込み内容、設備状況によっては、上記以外の工事費や工事の有無が変更となる
場合があります。
※土日祝日の工事の場合は、別途3,000円(消費税別)が必要となります。
※現在ご利用の光回線がBフレッツ、フレッツ光プレミアム、フレッツ光ライトの場合は、
　品目変更が必要となり、別途工事費がかかる場合があります。
※ＮＴＴ西日本で初期工事費割引サービスを利用している場合、割引適用時点から転用後
　の期間を通算して２年以内にｋｉｔａｋａｎｓａｉ光を解約した場合は初期工事費割引
　サービスの違約金相当額を解約金として請求します。
※ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光に転用の場合の通信速度は、変更前のフレッツ光サービスタイ
　プ相当の速度になります。
※ＮＴＴ西日本のフレッツ光において、初期工事費の支払い方法を「分割払い」でご利用
　なられている方で、初期工事費の分割払い期間中にｋｉｔａｋａｎｓａｉ光に転用した
　場合は工事費の残額を弊社よりお客様へ一括でご請求させていただきます。

初期費用

事務手数料

項　　　　　目 費　用

1,000円 
（消費税別）

2,000円 
（消費税別）

18,000円 
（消費税別）

15,000円 
（消費税別）

2,000円 
（消費税別）

0円 

新規開通

転用開通

各種工事費用
（派遣工事、
　屋内配線新設有）

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光 ファミリー(新設工事）

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光 マンション(新設工事）

品目変更(光ネクスト間速度変更)

光ネクストご利用中の方(回線転用利用)

ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光で利用した光回線を、フレッツ光サービス等の他社の光回線サ
ービスへ転用して利用することができない場合があります。
他社の光回線サービスを利用される場合は、ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光の光回線は廃止とな
り、光回線の新設が必要になります。電話番号等が転用できない場合があります。

サービス提供エリア

兵庫県　・豊岡市  日高町、出石町  ・養父市  八鹿町、養父町  ・朝来市  全域  ・美方郡新温泉町
　・美方郡香美町 香住区  ・丹波市  春日町、氷上町、柏原町、青垣町、市島町、山南町  ・篠山市
　その他　神戸市、明石市、尼崎市、姫路市など

京都府　・福知山市  大江町、三和町、夜久野町  ・京丹後市  ・宮津市  ・舞鶴市  ・綾部市
　・与謝野町  ・亀岡市  ・南丹市  園部町、日吉町、八木町  その他  京都市、宇治市、向日市など

ＮＴＴ西日本の光ファイバー敷設地域であれば、近畿・中国・四国・九州等でも
お使いいただけます。

URL http://fukuchiyama.fm-tamba.jp/

北関西 ＩＩＴメディアセンター 豊岡本社／福知山支店 紹介

※ 本サービスは、光回線・ＡＤＳＬ回線のブロードバンド回線の接続サービスのご契約後の申込み受付となります。
270

３ ８
２７０

平成２８年４月以降は
月額280円
（消費税別）

３分／８円

（消費税別）

１分／１９円

（消費税別）

１分／１０円
（消費税別）

　　　　　　１０円
 （消費税別）

平成２８年３月利用分までの

２８

２８

申込受付：平成２8年３月３１日迄

平成２８年３月利用分までの

２８０円（消費税別）

ｎｋａｎｓａｉの光回線・ＡＤＳＬ回線のブロードバンド回線を利用されている方を対象としたサービスで、ＩＰ網
(インターネット)を利用した電話サービスなのでｎｋａｎｓａｉ ＩＰ Ｐｈｏｎｅ利用者間やＮＴＴコミュニケーシ
ョンズＶＥＲＩＯに接続する提携プロバイダー(ＯＣＮ、＠ｎｉｆｔｙ、ＢＩＧＬＯＢＥ、Ｓｏ－ｎｅｔ等)のＩＰ電
話利用者間のＩＰ電話「０５０」の電話番号にかけた通話は無料になります。
別途、提携外ＩＳＰのＩＰ電話、一般加入電話や携帯電話、国際電話の通話料金(従量制課金)は、必要となります。
利用料のお支払いはクレジットカード(ＪＣＢ/ＶＩＳＡ/ＵＣ/ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ)でのお支払いとなります。

毎月かかる費用申込み時に必要な費用
最大速度

概ね１Ｇｂｐｓ (隼)

工事費 契約料 合　計
フレッツ光
月額利用料

フレッツ光タイプ

光ネクスト･光プレミアム マンション
スーパーハイスピードタイプ 隼
ハイスピードタイプ

光ネクスト･光プレミアム ファミリー
スーパーハイスピードタイプ 隼
ハイスピードタイプ ２００Ｍｂｐｓ

(ハイスピード)

概ね１Ｇｂｐｓ (隼)

２００Ｍｂｐｓ
(ハイスピード)

24,000円
(消費税別)

800円
(消費税別)

24,800円
(消費税別)

5,400円
(消費税別)

24,000円
(消費税別)

800円
(消費税別)

24,800円
(消費税別)

3,700円
(消費税別)

(ＶＤＳＬ方式/　
　ひかり配線方式)

参考例）ＮＴＴ西日本フレッツ光ネクスト・光プレミアム料金紹介

ＮＴＴのフレッツ光 ネクスト・プレミアムを利用した料金定額の光ファイバーインターネット接続
サービスです。大量のデータの送受信をされるお客様にお勧めのサービスです。

その他、ＮＴＴ フレッツ光の各プランの提供エリアであればどこでもご利用できます。

フレッツ光をご利用する場合は、別途、ＮＴＴへのフレッツ光の申込みが必要です。

※ 上記の他に、各種フレッツ光のサービスがあります。

※ 上記のＮＴＴ西日本フレッツ光の料金には、別途消費税が必要です。

※ 光ネクスト・光プレミアムを利用するには、別途ＮＴＴへの申込みが必要です。

※ ご利用される地域(市町)がフレッツ光の各タイプを提供されていないと本サービスはご利用できません。

※ フレッツ光は、ＮＴＴが提供するサービスで、お客様の端末環境やＮＴＴ収容局までの通信設備などにより

　 速度が低下する場合があり、規格上の最大速度を実行速度として保証するものではありません。

※ 別途、回線終端装置・ＶＤＳＬ装置等の専用機器が必要となります。

※ 上記のＮＴＴ西日本フレッツ光の料金につきましては、ＮＴＴサービス変更・キャンペーン等で料金が変更

　 になることがあります。詳しくはｎｋａｎｓａｉにお問合せ下さい。

※ 本サービスには、ＮＴＴ フレッツ光 ネクスト･プレミアムの初期費用･利用料等は含まれていません。
　 上記の他に、別途、右記のＮＴＴ フレッツ光の利用料が、ＮＴＴよりご請求となります。
※ 上記サービスの他に固定ＩＰアドレスが利用できるサービス等もあります。
　 詳しくはｎｋａｎｓａｉにお問合せ下さい。

月額 1,850円（消費税別）

年額20,000円（消費税別）

※『ＮＴＴ フレッツ 光ライト』には対応していません。

フレッツ光  ネクスト・プレミアム提供エリア

フレッツ光ネクスト スーパーハイスピード 隼(下り概ね１Ｇｂｐｓ)に対応

ＮＴＴフレッツ光ファイバーを利用したブロードバンド！

兵庫県　豊岡市､香美町､新温泉町､養父市､朝来市､丹波市､神戸市等

京都府　福知山市､舞鶴市､宮津市､綾部市､京丹後市､与謝野町､京都市等

北関西ジャパンネットは、インターネットを活用したいろいろなサービスを提供しています。

このページでご紹介しているサービスは、ｋｉｔａｋａｎｓａｉ光とは申込み方法が異なります。

詳しくは北関西ジャパンネットまでお問い合せ下さい。
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