■So-net auナショナルチラシ

ずっとギガ得

A3

表（6月号）

So-net 光（auひかり）
ホーム／マンション コース

快適・安心・おトクな So-net オプションサービス
カスペルスキー セキュリティ
キャンペーン実施中！

24ヵ月間 0円

ご利用開始月から

月額利用料金
500円

最大

12,000円 相当 無料！

Windows

Mac

Android

機器を守る

ネット接続を守る

ウイルス対策、
ぜい弱性攻撃ブロックなど

ファイアウォール、ネット決済保護、
サイトの安全性診断など

個人情報、家族を守る

使いやすい

セキュリティキーボード、
保護者による管理など

わかりやすい操作画面、
かんたんインストール

対象：キャンペーン期間中に、
「カスペルスキー セキュリティ」
を新規で回線と同時にお申し込みのお客さま

【キャンペーンについて】※ご利用開始のお手続きが完了した時点、
または同時にお申し込みいただいた接続コースのサービス開始時点でキャンペーンが開始されます。
その場合、
「カスペルスキー セキュリティ」
をインストールしていない場合でもキャンペーンが
適用され、
キャンペーン期間終了後は料金が発生いたしますので、
あらかじめご了承ください。※キャンペーン特典の適用は、1回のみとさせていただきます。以前に
「カスペルスキー セキュリティ」
「カスペルスキー マルチプラットフォーム セキュリティ」
キャンペーン
の特典が適用されたお客さまは、対象となりません。※回線同時申し込みではなく、別途お申し込みの場合は本キャンペーン対象外となります。※本キャンペーンは、So-net 光（auひかり）各コースお申し込みから、12ヵ月以内にご利用開始された方に限ります。
【カスペルスキー セキュリティについて】※ご利用になるには、
お客さまご自身でソフトのダウンロード・インストールを行っていただく必要があります。※お客さまのご利用環境によっては、
ご利用いただけない場合がございます。
※対応OS、対応機種、
スペックに関してはホームページでご確認ください。

http://www.so-net.ne.jp/option/security/kaspersky/

詳細はこちらから

※特に注記のない限り、記載の金額は全て税抜金額です。別途消費税がかかります。

更新不要！5台までOK!

カスペルスキーは
世界が認める
総合ウイルス対策ソフトです

2017年6月1日〜2017年8月31日

告知期間：2017/6/1〜2017/8/31

【ご注意ください】
こちらのURLからお申し込みいただいた場合、本キャンペーン適用対象外となります。

月額基本料金 を割引！
おトク にインターネット

●暮らしのお悩み相談サービス

暮らし、住まいに関するトラブル解決をサポート。気軽に電話で
ご相談、専門家から適切なアドバイスを受けることができます。

●暮らしの相談

「So-net 住まいと暮らしの相談」
は、
くらしや大型家電のトラブル解決をサポー
トするサービスに、
インターネット接続機器の水濡れ・破損の場合の万が一の出
費をバックアップする保険等の特典をプラスした、暮らしのトータルサポートサ
ービスです。
キャンペーン実施中！

月額利用料金
450円

税務に関する相談は税理士等から、社会保険や年金に関す
る相談などは社会保険労務士から電話で適切なアドバイス
が受けられます。

●住まいの相談

住まいに関するご相談は、建築士に取次ぎ、適切なアドバイスが受けられます。
また、対象建物内にある大型テレビ・洗濯機・冷蔵庫・エアコンのトラブルにメーカー等の専門スタッ
フを手配します。

2017年6月1日〜2017年8月31日

☆さらに次の特典サービスが受けられます。

ご利用開始日から

最大

2ヵ月無料

対象：※キャンペーン期間中に
「So-net 住まいと暮らしの相談」
を新規で接続コースと同時にお申し込みの方が対象です。
※過去に
「So-net 住まいと暮らしの相談」
キャンペーン特典が適用されたお客さまは、対象となりません。6ヵ月以内に
ご利用開始された方に限ります。

電話で相談、
リモートサポートでPC・インターネットの疑問を解決！
キャンペーン実施中！

月額基本料金
300円

2017年6月1日〜2017年8月31日

ご利用開始日から

最大

2ヵ月無料

■家電補償サービス

■機器補償サービス

■法律相談

お客さまが所有する大型家電（洗濯
機・冷蔵庫・エアコン）
が火災、水没など
の事故にあった場合、
また電気的機械
的事故にあった場合に、最大3万円ま
で
（事故負担金額3,000円）
を限度に
保険金をお支払いします。

お客さまが所有するソニーネットワークコミュ
ニケーションズ株式会社が提供する接続サー
ビスに接続している機器が、落下や破損、水濡
れ等により故障した場合に、最大5万円（※お
見舞金の消費税は全て不課税です。）
までのお
見舞い金をお支払いするサービスです。

さまざまな法律相談を弁護士
に取次ぎ、電話で適切なアド
バイスが受けられます。

ホーム ずっとギガ得プラン

※ご利用条件等の詳細はサービス利用規約をご確認ください。
詳細はこちらから

http://www.so-net.ne.jp/option/kurashi/sumaitokurashi/

パソコンやインターネット、その他周辺機器などにまつわる
疑問や不安を解決する有償のサポートサービスです。
専用電話番号へお問い合わせいただくと、専門の担当者による
リモートサポート（お客さまのパソコンを遠隔で操作）を
受けることができます。

【ご相談料金】

毎月1件目

無料

＊

毎月2件目以降 1,200円/1件
＊ 毎月1件目のご相談は標準サービスとして無料です。
ただし、
ご相談が
なかった場合でも、無料相談分を翌月に繰り越すことはできません。

対象：キャンペーン期間中に、
「So-net 安心サポート」
を新規で
〈接続コースと同時に〉
お申し込みの個人のお客さま
（法
人は対象外）。過去に
「So-net 安心サポート」
（旧名称：
「ネットライフ・エンジョイサポート あれmo これmo」）
キャンペーン
特典が適用されたお客さまは対象となりません。6 ヶ月以内にご利用開始された方に限ります。

詳細はこちらから

http://www.so-net.ne.jp/lifesupport/anshin/

【ご注意ください】
こちらのURLからお申し込みいただいた場合、本キャンペーン適用対象外となります。

<料金の表記について>●特に注記のない限り、記載の金額は全て税抜金額です。別途消費税がかかります。●消費税の計算上、表記額から算出した税込価格と実際の請求額とに差異が生じる場合がございます。<光接続サービスについて>●ブロードバンド
サービスはベストエフォート型のサービスです。お客さまの端末環境を含む通信設備や、ネットワークの混雑状況などにより、速度が低下する場合があり、実効速度を保証するものではありません。●開通までに時間がかかる場合もあります。サービスの未提供エ
リアもございますので、提供条件等詳しくはお問い合わせください。●各サービスは環境等によりお申し込みできない場合もあります。●各コースのサービス内容、料金、エリア等の詳細についてはお問い合わせください。<会員規約について>●So-netサービ
ス会員規約に同意の上お申し込みください。規約については、
ホームページ(http://www.so-net.ne.jp/kiyaku/)にてご確認いただけます。<初期契約解除について>ソニーネットワークコミュニケーションズ(株)からお送りする「So-net契約内容のご案内」を
受領した日から起算して8日を経過する日までは、電気通信事業法に基づき本サービスに関する利用契約の解除が可能です。

開通月

0

マンション／マンションミニギガコース

開通月

円

開通 2ヵ月目から30ヵ月間

750円 割引！！
※開通月の月額基本料金は、標準サービスとして無料です。
※初期費用として、登録料
（3,000円）
が別途必要です。
※開通月は電話サービスの月額利用料金
（500円/月）
の利用日数分日割りが別途必要です。
※コース変更の場合、
ご利用開始月は元コースの料金が発生します。
※割引後の月額料金は中面をご覧ください。

0

円

開通 2ヵ月目から24ヵ月間

1,250円 割引！！
※マンションV16タイプをご利用の場合

※開通月の月額基本料金は、標準サービスとして無料です。
※初期費用として、登録料
（3,000円）
が別途必要です。
※開通月はVDSL機器レンタル料金
（400円/月）
の利用日数分日割りが別途必要です。
※コース変更の場合、
ご利用開始月は元コースの料金が発生します。
※割引後の月額料金は中面をご覧ください。

お申し込みは…

So-net

なら

快適・安心・オトクなオプションサービスがいっぱい!!
●記載の情報は、
2017年5月10日現在の情報です。
● ソニー および SONY はソニー株式会社の登録商標です。
●「So-net」、
「ソネット」、
「So-netのロゴ」、
「PostPet」および「ポストペット」
は、
ソニーネット
ワークコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
●本紙に記載された社名、
製品名、
ブランド名等は、
各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は予告なく変更することがあります。
Copyright 2017 Sony Network Communications Inc.
PostPet™

●くわしくは 裏 面 のご 案 内 をご 確 認ください ●

ADB5064 17060009

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-3

■So-net auナショナルチラシA3

ずっとギガ得

中（6月号）

So-net光（auひかり）ホーム ずっとギガ得プラン

So-net光（auひかり）マンション／マンションミニギガコース

キャンペーン対象：上記コースに新規入会・コース変更の方

キャンペーン対象：上記コースに新規入会・コース変更の方

ずっとギガ得プランはとってもおトク！

マンション/マンションミニギガコースがとってもおトク！

0円

ホーム ずっとギガ得プラン 月額基本料金

開通月

開通 2ヵ月目から 31ヵ月目まで

750円 割引！！

※初期費用として、登録料（3,000円）が別途必要です。
※開通月は電話サービスの月額利用料金（500円/月）の利用日数分日割りが別途必要です。
※コース変更の場合、ご利用開始月は元コースの料金が発生します。

auひかり電話サービス

開通月翌月から

30ヵ月

月額利用料金 500円

●お支払いイメージ（ホーム ずっとギガ得プランの場合）
開通月〜キャンペーン適用期間

通常料金

5,600円

5,500円

電話サービス 0 円

ネットサービス

電話サービス 500 円

ネットサービス

4,250 円

（通常5,100円
⇒ネットサービス750円割引）

（通常5,000円
⇒ネットサービス750円割引）

（通常4,900円
⇒ネットサービス750円割引）

回線工事費（30ヵ月分割）

回線工事費（30ヵ月分割）

回線工事費（30ヵ月分割）

1,250 円

開通月

1,250 円

2〜12ヵ月目

通常料金

3,800円
ネットサービス

ネットサービス
（月額基本料金＋VDSL機器レンタル料金）

2,550円

3,800円

（通常3,800円⇒1,250円割引適用）

最大400円

回線工事費（24ヵ月分割）1,250円

VDSL機器レンタル料金 最大400 円

開通月

32ヵ月目〜

2ヵ月目〜25ヵ月目

※初期費用として、登録料（3,000円）が別途必要です。※開通月は電話サービスの月額利用料金（500円/月）の利用日数分日割りが必要です。※お支払い方法がKDDI請求とSo-net請求では、
お客さまへのご請求のタイミングが上記イメージとは異なる場合がございます。

●So-net 光（auひかり）ホーム ずっとギガ得プラン＜通常料金＞
【初期費用】

登録料

3,000 円

回線工事費用

【ネットサービス月額基本料金】ご契約1年目

5,100円

【オプションサービス月額利用料金】 電話サービス

500円

5,000円

テレビサービス

ご契約3年目以降 4,900円

※ご契約年数は、auひかりのご契約年数となります。

マンションF

※開通月の月額基本料金は、標準サービスとして無料です。※ホーム ずっとギガ得プランのネット月額基本料金は、ご利用開始月翌月より30ヵ月間750円割引となります。※プラン変更をされた場合、各プランごとにキャンペーンの内容が異なりますので、ご注意ください。

※標準サービスとして、auひかり電話サービスは開通月翌月から30ヵ月無料です。※auひかり電話サービス月額利用料金30ヵ月無料は、KDDI主催の特典です。 ※auひかり 電話サービスのご利用開始翌月から30ヵ月間の月額利用料金500
円が無料となります。※無料期間終了後、自動的に通常料金となります。※開通月は月額利用料金500円の日割料金が発生いたします。※KDDIが実施する他の特典とは併用できない場合があります。※別途通話料が必要です。

【お申し込みにあたって】◎回線工事費は、分割払いにてお支払いいただきます。分割払い期間中に移転・解約される場合は、お支払いいただいていない残債額を一括で請求させていただきますのでご注意ください。 ◎So-net
光（auひかり）ホーム ずっとギガ得プランは、3年間の継続契約がお申し込みの条件となります。継続契約は3年単位で自動更新されます。継続契約期間中に移転・解約または標準プラン、もしくはギガ得プランへプラン変更され
る場合は、契約解除料15,000円を請求させていただきます（更新期間除く）。 割引期間中に解約・移転・ギガ得プラン、標準プランへプラン変更をされた場合、解約・移転月（プラン変更は受付月）をもって本割引の適用は終了し
ます。◎So-net 光（auひかり）ホームコースは、一戸建てにお住まいの方を対象としたサービスです。

新規で「So-net 光（auひかり）
ホーム ずっとギガ得プラン」をお申し込みの場合

約1〜3週間

提供エリアを確認してからお申し込
みください。

※1日も早いご利用開始のため、
お支払い
方法の登録に関わらず、光ファイバー回線
工事手続きを進めさせていただきます。

So-netユーザーID、
メールアドレス
等が記載されている「So-net契約
内容のご案内」と各種マニュアルを
郵送にて送付いたします。

3,000 円

回線工事費用

3,800 円
3,900 円

4,100 円
マンションF（S） 3,400 円

※ご利用開始月の月額基本料金は、標準サービスとして無料です。※初月ご利用料金として、別途機器利用料（日割り）がかかります。

お申し込みからサービス開始まで

新規で「So-net 光（auひかり）
マンションコース」をお申し込みの場合

約1〜3週間

お客さま

お客さま

光回線工事の実施：お客さま宅の最
寄の電柱からお客さま宅内まで光
回線の引き込みを行い、お客さま宅
にONUを設置します。

So-net 光（auひかり）ホーム

提供エリアを確認してからお申し込
みください。

※お客さまの立ち会いが必要となります。

500 円

【お申し込みにあたって】●回線工事費は、分割払いにてお支払いいただきます。分割払い期間中に移転・解約される場合は、お支払いいただいていない残債額を一括で請求させていただきますのでご注意ください。●工事内
容により、別途追加工事費用が発生する場合があります。●So-net光（auひかり）マンションミニギガコースは、3階建て以下の集合住宅（※）
（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）にお住まいの方を対象としたサービスです。※公
営住宅・公社住宅・都市機構住宅を除く

KDDIが訪問

ずっとギガ得プラン 開通！

テレビサービス

円
3,700 円 マンション都市機構
（DX） 3,800
マンション ミニギガ 5,000 円

マンションE8

So-net 光（auひかり）
マンション/マンションミニギガコース キャンペーンについて

※回線引き込みの工事や手続きの関係によっては本期間を越える場合があります。

工事可能日のご連絡：KDDIより光回
線工事日程調整のご連絡をいたしま
す。お客さまに
「ご利用開始のご案内」
「宅内設置機器」
をお届けします。

500 円

マンション ギガ

3,400 円
4,049 円

マンションE16

【期間】
2017年6月1日〜2017年8月31日 【対象】
So-net 光
（auひかり）
マンション/マンションミニギガコース 新規入会・コース変更
【特典内容】
ネット月額基本料金 ご利用開始月の翌月から24ヵ月1,250円割引

約2〜4週間

KDDIからご連絡

1,250円×24ヵ月（分割払い）

マンションV8

【オプションサービス月額利用料金】 電話サービス

②auひかり 電話サービス 月額利用料金 開通翌月から30ヵ月無料（500円→0円）

ソニーネットワークコミュニケーションズ（株）
からご案内

登録料

【ネットサービス月額基本料金(機器レンタル料金含む）】
マンションV16

500円

So-net 光
（auひかり）
ホーム ずっとギガ得プラン キャンペーンについて

お客さま

※お支払い方法がKDDI請求とSo-net請求ではお客さまへのご請求のタイミングが上記イメージとは異なる場合がございます。

【初期費用】

【期間】
2017年6月1日〜2017年8月31日 【対象】
So-net 光（auひかり）
ホーム ずっとギガ得プラン 新規入会・コース変更
【特典内容】
①ネット月額基本料金 ご利用開始月の翌月から30ヵ月間750円割引

お申し込みからサービス開始まで

26ヵ月目〜

●So-net 光（auひかり）マンション/マンションミニギガコース＜通常料金＞

1,250円×30ヵ月（分割払い）
ご契約2年目

3,800円

（月額基本料金＋VDSL機器レンタル料金）

4,900 円

25〜31ヵ月目

※マンションV16タイプをご利用の場合

●お支払いイメージ（マンションV16の場合）

500 円

1,250 円

13〜24ヵ月目

1,250円 割引！！

※初期費用として、登録料（3,000円）が別途必要です。
※開通月はVDSL機器レンタル料金（400円/月）の利用日数分日割りが別途必要です。
※コース変更の場合、ご利用開始月は元コースの料金が発生します。

ネットサービス

4,150 円

開通 2ヵ月目から25ヵ月目まで

開通月〜キャンペーン適用期間

電話サービス

（通常500円⇒500円割引）

ネットサービス

4,350 円

最大

電話サービス 0 円

（通常500円⇒500円割引）

0円

開通月

5,400円

5,400円

電話サービス 0 円

（通常500円⇒500円割引）

最大500円

0円

マンション／マンションミニギガコース 月額基本料金

※1日も早いご利用開始のため、
お支払い
方法の登録に関わらず、光ファイバー回線
工事手続きを進めさせていただきます。

ソニーネットワークコミュニケーションズ（株）
からご案内
So-netユーザーID、
メールアドレス
等が記載されている「So-net契約
内容のご案内」と各種マニュアルを
郵送にて送付いたします。

約2〜4週間

※回線引き込みの工事や手続きの関係によっては本期間を越える場合があります。

KDDIからご連絡
工事可能日のご連絡：KDDIより光回
線工事日程調整のご連絡をいたしま
す。お客さまに
「ご利用開始のご案内」
「宅内設置機器」
をお届けします。

KDDIが訪問
マンション共用部へ光ファイバーの
引 き 込 み、機 器 設 置、各 宅 内 へ の
ケーブル敷設等を行います。
※お客さまの立ち会いが必要となります。

お客さま
So-net 光（auひかり）
マンションコース

開通！

注意事項
【So-net 光
（auひかり）
キャンペーンについて】
※お申し込みから12ヵ月後月末までに、
So-net 光
（auひかり）
がご利用開始となった方が対象です。 ※コース変更でのお申し込みで、
So-net 光
（auひかり）
のご利用開始まで前のコースをご利用される場合、
ご利用開始月までは変更前コースの月額料金がかかります。 ※無料・割引キャンペーンの適用期間中に回線移転をされた場合、
移転先回線のご利用開始に伴い、
本キャンペーンの適用は終了となります。 ※KDDI主催の特典と、
ソニーネットワークコミュニケーションズ
（株）
主催の特典では、
適用月がずれることがあります。 ※工事内容により、
別途追加工事費用が発生する場合があります。 ※ネットサービス・電話サービス
（2回線目も含みます。
＊）
・テレビサービスを同時にお申し込みの場合、
登録料はお申し込みのサービス数に関わらず3,000円となりますが、
別々にお申し込みの場合は、
お申し込みの都度、
800円の登録料が発生します。
（＊auひかりマンションタイプF、
およびマンションギガではご利用いただけません。
）
なお電話サービス・テレビサービスの追加でのお申し込みは、
次の
Webページにてお願いいたします。［My au］
https://www.au.com/my-au/ 【掲載プラン以外について】
ホームはギガ得プラン/標準プラン、
マンションはお得プランAもございます。
くわしくは販売担当者へご確認ください。【電話サービスについて】
ユニバーサルサービス料として、
1つの契約電話番号につき2017年6月ご利用分まで月額2円、
2017年7月ご利用から月額3円を請求させていただきます。
（請求額は変更になる場合があります）
なお詳細につきましてはKDDIホームページでご確認ください。
http://www.kddi.com/corporate/kddi/public/universal/ 【開通月の表記についてのご注意】
本紙記載の
「開通月」
とは、
本コースの利用料金のご利用開始月を指します。
ご利用開始月は、
KDDIによる回線工事完了後、
ソニーネットワークコミュニケーションズ
（株）
が別途定める月とします。
ソニーネットワークコミュニケーションズ
（株）
からはご利用開始日を電子メールにてお客さまに通知させていただきます。
なお、
回線工事費については、
KDDIによる回線工事日から7日後もしくは、
お客さまがホームゲートウェイ機器を初回
に接続した日のいずれか早い日を基準に利用料金を請求させていただきます。
その他、
KDDI各種料金
（auひかり電話利用料金、
auひかりTV利用料金等）
のご利用開始月については、
KDDIが別途定める月とします。 【請求についてのご注意】
記載表示額の合計とは異なる場合がありますが、
あらかじめご了承ください。
KDDI請求とSo-net請求では、
お客さまへのご請求のタイミングがずれることがあります。【auひかりホームの工事について】
土曜・日曜・祝日に工事を実施される場合、
追加派遣料3,000円が必要となります。

