
２．サービス概要等

重要事項説明書類

ネットコム光をお申し込みのお客さまへ

本書面にて、光アクセスサービス「ネットコム光」のサービス内容についてご説明いたします。
サービスの開始日、お申し込みのサービスタイプにつきましては、「契約内容のご案内・開通のご案内」にてご確認ください。
また、本サービスの利用にあたっては「ネットコム光サービス契約約款」（以下「本約款」）が適用となります。本約款をお読みいただき、
同意の上お申し込みください。本約款は、以下Webサイトをご確認ください。
https://www.seikyou-hikari.net/agreement/yakkan.pdf

１．「ネットコム光」サービス提供事業者
NRIネットコム株式会社（以下「NRIネットコム」）

契約プラン 通信速度等 サービス概要

ネットコム光ファミリータイプ1G 最大概ね 1Gbps

最大１Gbpsのアクセス区間を複数のお客さまで共用する
主に戸建て住宅向けのサービス

ネットコム光ファミリータイプ200
上り（データ送信）最大 100Mbps
下り（データ受信）最大 200Mbps

ネットコム光ファミリータイプ100 最大 100Mbps

ネットコム光マンションタイプ1G 最大概ね 1Gbps

最大1Gbpsのアクセス区間を複数のお客さまで共用する
主に集合住宅向けのサービス

ネットコム光マンションタイプ200
上り（データ送信）最大 100Mbps
下り（データ受信）最大 200Mbps

ネットコム光マンションタイプ100 最大 100Mbps

※NTT東日本地域／NTT⻄日本地域ともに上記のプランとなります。
※本サービスはベストエフォート型のサービスです。通信速度は、お客様宅内に設置する当社回線終端装置から当社設備までの間における技術
規格上の最大値であり、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速度は、お客様のご利用環境や端末機
器の仕様、回線の混雑状況、集合住宅の場合は当該建物の伝送方式等によって大幅に低下する場合があります。
※100Mbpsを超える通信速度でご利用いただくためには、1Gbpsの通信速度に対応した環境が必要となります。100Mbpsの通信速度に対
応した環境でもお使いいただくことは可能ですが、最大通信速度は100Mbpsとなります。
※NTT東日本／NTT⻄日本の設備状況などにより、ご希望のプランをご選択いただけない場合があります。
※NTT東日本／NTT⻄日本で光回線が敷設できなかった場合、本サービスのお申込みを取り消しさせていただく場合があります。
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３．初期費用
○新規/移転

契約事務手数料 3,000円

工事費

派遣なし 3,000円

派遣あり

屋内配線の工程がない場合又はLAN配線方式の場合 8,500円

屋内配線の工程がある場合又はVDSL機器
工事がある場合

ネットコム光マンションタイプ1Ｇ
ネットコム光マンションタイプ200
ネットコム光マンションタイプ100

16,000円

ネットコム光ファミリータイプ1Ｇ
ネットコム光ファミリータイプ200
ネットコム光ファミリータイプ100

19,000円

○転用（NTT東日本/NTT⻄日本からの乗り換え）
○事業者変更（他光コラボレーション事業者から乗り換え／他光コラボレーション事業者への乗り換え）

転用事務手数料
事業者変更事務手数料

3,000円

転用時または事業者変更時
にかかる違約金および
工事費用残額

・NTT東日本のフレッツ光、または他光コラボレーション事業者の光コラボレーションサービスをご契約中で、かつ初
期工事費を分割払いにされている申込者が当社に転用または事業者変更手続きを⾏なった場合、初期工事費
の残額をNTT東日本にかわり一括で当社より請求させていただきます。尚、工事費に関する割引キャンペーンが
適用されている場合、工事費残額から本来割り引かれる予定であった総額の差分のみ請求させていただきます。
・NTT⻄日本のフレッツ光をご契約中で、工事費の支払いが完了されていない方につきましては、NTT ⻄日本に
かわり以下に定める違約金をお支払いいただきます。また、「初期工事費を分割支払いにしており、NTT⻄日本と
の間で工事費の支払いが完了していない場合、初期工事費残債をNTT⻄日本にかわり一括で当社より請求さ
せていただきます。
フレッツ光ご利用開始月より15 ヶ月以内に解約した場合：20,000円
フレッツ光ご利用開始月より16 ヶ月以上24 ヶ月以内に解約した場合：10,000円

※記載の金額は税抜金額です。

※記載の金額は税抜金額です。



重要事項説明書類

４．月額利用料

契約プラン 月額利用料

ネットコム光ファミリータイプ1G 4,300円

ネットコム光ファミリータイプ200 4,300円

ネットコム光ファミリータイプ100 4,300円

ネットコム光マンションタイプ1G 3,300円

ネットコム光マンションタイプ200 3,300円

ネットコム光マンションタイプ100 3,300円

※インターネットに接続するには、別途、インターネットサービスプロバイダとの契約が必要です。記載されている月額利用料のほか、プロバイダとの契
約により発生する月額利用料等はお客様負担となります。

５．違約金

契約月からの利用月数 契約有効期限までの残月数 解約時違約金

1(契約開始月)-12 23-12 16,000円

13 11 15,000円

14 10 14,000円

15 9 13,000円

16 8 12,000円

17 7 11,000円

18 6 10,000円

19 5 9,000円

20 4 8,000円

21 3 7,000円

22 2 6,000円

23 1 5,000円

24(契約満了月) 0 0円

※本サービスは課金開始日の属する月を1ヶ月目として24ヶ月目の月末までを契約期間とする24ヶ月契約（自動更新）となります。契約満了
月以外で解約された場合は、上記違約金を請求させていただきます。
※契約開始月は工事完了日が属する月となりますが、NTT東日本/NTT⻄日本の設備側に原因があり、接続できない場合は初回接続日が属
する月となります。
※本サービスを継続して利用する意思があるにもかかわらず移転先で利用出来ない等、やむを得ず解約を⾏う場合、お客様より申請いただいた
上、当社判断基準により違約金を免除する場合があります。
※事業者変更により本サービスを解約し他光コラボレーションサービスへ切り替えられる場合も該当します。

※記載の金額は税抜金額です。

６．初期契約解除

以下サービス（電気通信役務）の契約にかかるお手続きについては、初期契約解除制度の対象です。

対象となるサービス 対象となるお手続き

個人名義のお客さまにおける以下の対象サービス
ネットコム光ファミリータイプ1G/200/100
ネットコム光マンションタイプ1G/200/100

新規申込（光回線新設）

転用申込（フレッツ光からの転用）

事業者変更（他光コラボレーション事業者からの切り替え）

タイプ変更（移転時含む）

※初期工事の内容によっては工事費が異なる場合があります。
※初期にかかる費用（工事費等）は一括で請求させていただきます。
※土日祝日に工事を実施する場合は、3,000円[税抜]の工事加算額が必要となります。また、年末年始（12月29日〜1月3日）、夜間
（17:00〜22:00）、深夜（22:00〜翌8:30）に工事を実施する場合や、工事の訪門時刻指定場合の料金につきましては、別途追加
料金が発生します。

・お客様が「ご契約内容のご案内」を受領した日から起算して8日を経過するまでの間（受領日を初日として8日間）、書面により初期契約解除
の請求を⾏なうことができます。初期契約解除の効⼒は、書面を発した時に生じます。
・お客様は、初期契約解除の請求を⾏うことにより、損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、初期契約解
除までの期間において提供を受けた電気通信役務の料金、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。この場合に
おける金額は、以下の請求上限金額の範囲となります。既に上限を超えてお支払いいただいている場合は差額を返金します。
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請求上限金額が適用される費用 請求上限金額

契約事務手数料 3,000円

派遣を伴う戸建住宅向けの工事費 25,000円

派遣を伴う集合住宅向けの工事費 23,000円

派遣を伴わない工事費 2,000円

土日祝日工事費 3,000円

夜間・深夜の割増料金 10,200円

※配線経路構築工事、時刻指定工事、LAN配線工事等、対象サービスの提供に通常要さない工事の費用は、請求上限金額の対象外です。

※記載の金額は税抜金額です。

重要事項説明書類

７．利用料お支払方法

利用料 請求方法

プロバイダ利用料
ご契約されたプロバイダからのご請求
プロバイダに「生協インターネット」を指定された場合、ネットコム光利用料と合算して請求させていただき
ます

NTT東日本/NTT⻄日本利用料 NTTからの直接提供されているサービスはNTT東日本/NTT⻄日本からのご請求

ネットコム光利用料
クレジットカード支払（VISA/Master/JCB）
請求委託先から利用月当月に各クレジットカード会社へ請求させていただきます

※当社からの請求に関するお支払い方法は、クレジットカードによるお支払いのみとなります。
※ご利用料金については、各カード会社の請求明細をご確認ください。請求書ならびに領収書の発⾏はいたしません。
※クレジットカードのお引き落としタイミングについては、お客様の各カード会社とのご契約内容によって異なります。
※お支払いのクレジットカードの変更に伴ってクレジットカード情報の変更が発生した場合、当社にご登録いただいているクレジットカード情報を速や
かにご変更いただく必要があります。
※毎月25日頃にご登録いただいているクレジットカードの有効性チェックを実施します。クレジットカードが無効であることを確認した場合、利用を一
時停止させていただく場合があります。

・NTT東日本またはNTT⻄日本のフレッツ光からネットコム光に転用申込をされたお客様が、フレッツ光の初期工事費の残額の支払いが完了して
いない場合、または、フレッツ光の初期工事費割引の違約金が発生する場合、当該初期工事費の残額および違約金は、初期契約解除制度の
対象とはならず、請求させていただきます。
・当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことによりお客様が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間以内に
初期契約解除の請求をしなかった場合、お客様は、当社が発⾏する初期契約解除を⾏うことができる旨を記載した書面を受領した日から8日間
以内に、書面により初期契約解除の請求を⾏うことができます。初期契約解除の効⼒は、お客様が書面を発した時に生じます。
・当社は、初期契約解除のご請求の書面を当社が確認できた日をもって、初期契約解除の手続きを⾏います。初期契約解除の効⼒は、お客様
が書面を発した日から生じます。なお、当社が初期契約解除の手続きを⾏った後は、契約解除の取り消しには応じられません。（再度、新規契
約のお手続きが必要となります。）
・初期契約解除についてのお問い合わせ先・書面を送付いただける宛先は以下のとおりです。

お問い合わせ先・書面を送付いただける宛先 請求書面の記載事項

【お問い合わせ先】
ネットコム光サポートデスク
0120-89-1056（フリーダイヤル）
平日 10:00〜18:00（土日祝・盆・年末年始は休業）

【書面送付先】
〒530-0005
大阪市北区中之島3-2-4中之島フェスティバルタワー・ウエスト24階

(１)初期契約解除を希望する旨
(２)「ご契約内容のご案内」に記載されている「ご契約者ID」「ご契約者
名」「ご利用場所住所」
(３)「契約内容のご案内・開通のご案内」に記載されている「回線サービ
スID(COP＋数字8桁またはCAF+数字10桁)」
(４)お客さまのご連絡先電話番号
(５)お申し込みいただいたサービス名
(６)「ご契約内容のご案内」受領年月日
(７)初期契約解除申告日
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・プロバイダに「生協インターネット」を指定された場合は、インターネット接続に必要な接続IDおよび接続パスワードは「契約内容のご案内・開通の
ご案内」にてお知らせいたします。
・本サービスに対応するインターネットサービスプロバイダとの契約や無線LANルータ等機器類の購入が必要となる場合があります。なお、その際の
契約料・購入費用等はお客様負担になります。
・インターネット接続は、サービス利用開始日以降にお客様ご自身にてご使用の通信機器のインターネット接続設定を実施いただき、接続設定の
完了後よりご利用可能となります。
・サービス利用開始日（回線開通工事もしくは転用手続き・事業者変更手続きが完了し当社が利用を開始したと定める日）を含む月、または
解約日（回線解約工事日もしくは回線解約希望日を元に当社が利用を終了したと定める日）が1ヶ月に満たない月の月額費用は、当月暦日
を元に日割計算をします。
・当社設備及びNTT東日本/NTT⻄日本のメンテナンス等のため、サービスを一時中断する場合があります。
・回線終端装置の設置場所については屋内に限ります。また、電源（AC100V）が必要となります。回線終端装置またはVDSL装置とお客様
端末はLANケーブルで接続してください。停電により通信機器が動作しない場合は、通信できない場合があります。
・他のお客様のご利用に明らかに影響を及ぼすようなご利用をされている場合、ネットコム光約款に基づき、サービスの停止もしくは契約解除（解
約）を⾏う場合があります。
・故障発生時は「故障に関するお問い合わせ」までご連絡ください。

８．ご利用上の注意事項



９．転用手続き時の注意事項
・他社でNTT東日本/NTT⻄日本が提供するフレッツ光のプロバイダ契約をご利用中の申込者が、本サービスに契約を変更される場合、他社で
ご利用中のサービスについては申込者自身で解約のお手続きなどを⾏う必要があります。
・転用を⾏うには、申込者自身でNTT東日本/NTT⻄日本より転用承諾番号を取得し、当社へ転用をお申込みいただく必要があります。尚、取
得された転用承諾番号の有効期限は発効日を含めて15 日間となり、その有効期限を過ぎた場合は改めて転用承諾番号の取得が必要となり
ます。
・転用に伴い、ご利用中の光回線の品目の変更が必要な場合、別途工事費が発生する場合があります。
・転用ならびにオプション転用が完了した場合、転用前のNTT東日本/NTT⻄日本のIP 通信網サービスに復旧する事はできません。

重要事項説明書類

１０．事業者変更時の注意事項
・事業者変更を⾏うには、申込者自身で契約中の他光コラボレーション事業者より事業者変更承諾番号を取得し、当社へ事業者変更をお申
込みいただく必要があります。尚、取得された事業者変更承諾番号の有効期限は発効日を含めて15 日間となり、その有効期限を過ぎた場合
は改めて事業者変更承諾番号の取得が必要となります。
・事業者変更に伴い、ご利用中の光回線の品目の変更・移転等が必要な場合、別途工事費が発生する場合があります。
・事業者変更が完了した場合、変更元事業者の提供する他光コラボレーションサービスに復旧する事はできません。
・変更元事業者が提供していた付加サービスの継続利用を希望される場合、一部ご利用できなくなる、またはNTT東日本／NTT⻄日本との直
接契約になる場合があります。
・NTT東日本／NTT⻄日本が提供する付加サービスの直接契約がある場合、事業者変更を⾏う前に、NTT東日本／NTT⻄日本のホーム
ページ等から変更先事業者への情報開⽰に関する同意をしていただく必要があります。

１１．変更および解約時の注意事項

・ネットコム光の契約を変更または解約される場合は、「料金・契約変更・契約解除等に関するお問い合わせ」までご連絡ください。
・プロバイダに「生協インターネット」を指定されている場合、ネットコム光を解約したと同時にプロバイダも自動的に解約されます。「生協インターネッ
ト」以外のプロバイダを指定されている場合は、ご自身で解約のお手続きを⾏う必要があります。
・ネットコム光の解約時に発生する費用の一切について、契約者が負担するものとし当社は負担しません。
・回線終端装置等をお客様の責により、紛失、あるいは破損した場合、一定期間を経てもご返却の確認が取れない場合は、相当金額を請求さ
せていただく場合があります。
・ネットコム光のご変更手続きには、最短で15営業日必要です。お手続きに必要な日数は、NTT東日本/NTT⻄日本の工事手配状況によって
異なります。
・ネットコム光のご解約手続きには、最短で6営業日が必要です。お手続きに必要な日数は、NTT東日本/NTT⻄日本の工事手配状況によって
異なります。
・ネットコム光の変更手続きおよび解約手続きについては、工事実施3日前までに「料金・契約変更・契約解除等に関するお問い合わせ」までご
連絡いただくことにより、お手続きを取消することができます。尚、工事実施2日前以降においてはお手続きを取り消しすることはできません。

１２．その他注意事項
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・お客様の個人情報については、当社の定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取り扱いについて」に基づき適切に管理します。詳しくは、
当社Webサイト(https://www.nri-net.com/privacy/)をご参照ください。
・本サービスの提供に必要な申込者および契約者の情報について、当社とNTT東日本/NTT⻄日本、業務委託先及び事業者変更時の変更
元事業者／変更先事業者で相互に通知することを予めご了承ください。
1. 本サービスのお申込み、契約、工事、保守、メンテナンス、お問合せ、事業者変更手続きなどに係る情報
2. NTT東日本/NTT⻄日本が提供するサービスの料金収納、請求、お問合せに係る情報
・本サービスの取次代理店（株式会社大学生協事業センター）が提供するプロバイダサービス「生協インターネット」を利用する場合、申込に際し
て提供する本サービスの申込情報、本サービスの変更、解約の事実等、サービス提供に必要となる情報を取次代理店（株式会社大学生協事
業センター、各大学生協事業連合、各会員生協）と共有することを予めご了承ください。
・本重要事項説明書類に記載されているすべての価格は税抜き表⽰とし、実際には別途消費税を含んだ金額を請求させていただきます。
・当社は、本重要事項説明書類及び本約款を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の重要事項説明書類
及び本約款によります。
・本重要事項説明書類及び本約款の変更は、大学生協ひかりWebサイト(https://www.seikyou-hikari.net/agreement/)に掲載する
ことにより⾏います。なお、掲載されたときをもって、変更が完了したものとみなします。

お問い合わせ先

故障に関するお問合せ
0120－805－113(フリーダイヤル) 24時間 年中無休
＊故障修理の対応時間9:00〜17:00、録音での受付時間17:00〜翌日9:00

料金・契約変更・契約解除等に関する
お問い合わせ

0120-89-1056(フリーダイヤル)
＊平日 10:00〜18:00（土日祝・盆・年末年始は休業）

※お問合せの際は「契約内容のご案内・開通のご案内」に記載の「回線サービスID(COP＋数字8桁またはCAF+数字10桁)」をご用意ください。
※記載内容は、2022年1月11日現在のものです。

１３．本サービス終了に当たっての特別措置

・本サービスは、「５．違約金」に定める契約期間にかかわらず、2024 年 1 月 31日をもって終了いたします。
・2022 年 3 月 1 日以降の契約更新は、2024 年 1 月 31 日までの特別更新のみとしますが、お客様は、契約期間の途中であっても、当社
に対し当社所定の方法により通知することにより、本サービスを解約することができます。なお、当該解約の場合、「５．違約金」で記載している違
約金は発生いたしません。


