
各種 高速プラン を
ご用意！

※1：設置工事費のお支払い方法として、一括払いのほか、分割払い（ホームタイプギガ得プランは23回、マンションミニギガタイプ、マンションタイプは23回、いずれも分
割手数料なし）をお選びいただけます。※2：契約期間は2年単位で、auひかりの課金開始月を1ヶ月目とします。お客様からの申し出が無い限り、2年単位で自動更新とな
ります。解約・プラン変更などの場合、契約解除料4,460円がかかります。また、設置工事費を分割払いとしている場合、残額分を一括にて請求いたします。設置工事
費を分割払いとしている場合、残額分を一括にて請求いたします。※3：電話サービスの割引については、お客様のお申込み状況により適用開始日が異なります。※4：電
話サービスを60ヶ月以内に解約された場合割引は継続しません。※5：ビデオ・チャンネルサービスの料金はSTB（STW2000）のレンタル料金です。別途、視聴されるチャ
ンネルの月額料金が発生します。※設置工事費分割払いおよび月額料金割引につきましては、お客様が選択される支払方法【@TCOM（アットティーコム）請求・KDDI
請求】により、開始が開通月から1～3ヶ月遅れる場合があります。※開通後、工事費の分割請求が開始されます。お客様のお支払い方法により初期費用相当額割引の
適用が工事費の分割請求開始より遅れる場合がございます。（割引適用回数は変更ありません。）※電話サービスとビデオ・チャンネルサービスのご利用には、ネットサー
ビスの契約が必要になります。※電話サービスの通話料金は別途かかります。※1電話番号ごとに毎月ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料が必要とな
ります。●ユニバーサルサービス制度についてはhttps://www.ntt-east.co.jp/univs/を電話リレーサービス料についてはhttps://nftrs.or.jp/をご覧ください。●電話
サービスやビデオ・チャンネルサービス、VDSLモデムレンタル料のご請求が1～2ヶ月遅れる場合があります。本サービスはベストエフォート型サービスです。記載の速度は
技術規格上の概ねの最大値であり、実使用速度を示すものではありません。お客様の利用環境、回線の状況などにより大幅に低下する場合があります。

●「＠T COM（アットティーコム）auひかりコース」による各割引・無料特典は、お申込みから８ヶ月後末までにサービスが開通したお客様が対象になります。●本チラシに記載された情報は、
2022年7月現在の情報です。料金やサービスは改善のため予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●記載されている商品名は、一般に各社の登録商標または商標
です。●表記の金額は、全て税込価格です。

●消費税の計算上、端数処理の違いから表記金額と請求額が異なる場合があります。

ホームタイプ
ミニギガタイプ
対象

「auスマートバリュー」
「自宅セット割インターネットコース」の適用時で 永年無料

auひかりホームタイプ
2年間ごとの継続利用でおトク！
最大10Gbps（ベストエフォート）の快適な高速回線。

10G、5Gお申込み可能エリア：
東京都・神奈川県・埼玉県・
千葉県の一部エリア

●割引は月額より23回にて
　適用となります。

料金プラン 月額料金
ギガ得プラン通常月額料金

ネットサービス

電話サービス
ビデオ・チャンネルサービス※5

※3 ※4

5,720円1G
6,270円5G
7,128円10G
550円
550円

●別途、初期費用（設置工事費、登録料）がかかります。標準プラン（最低利用期間6ヶ月）もございます。ネットサービス月額料金：6,930円

auひかり マンションミニギガ・マンションタイプ

設置工事費が
電話サービスご加入で

●割引は月額より23回にて適用となります。

料金プラン 月額料金
マンションタイプ通常月額料金

マンションＶ16・都市機構DX
マンションV8
マンションE16
マンションE8

4,180円
4,510円
3,740円
4,070円
550円
550円

マンションミニギガ 5,500円ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス

電話サービス
ビデオ・チャンネルサービス※5

※3※4

M IN I

光の速さでお財布にもやさしい!
上り最大35メガ
下り最大100メガ（ベストエフォート）!

料金表

お申込みは当店で

ADB0253 2206@TCOM auひかりホーム／マンション共通チラシ

サービス内容に関するお問い合わせは

受付時間：平日10時～19時／土日祝10時～18時

割引！永年 円HGW内蔵無線LAN
月額レンタル料（550円）
（マンションEタイプは対象外です）

P O I N T P O I N T 2 P O I N T 31

a u ひ かりコース 【3つのポイント】【3つのポイント】

光ファイバーなのに
お手頃価格！

auスマートバリュー対応！
auスマートフォンの
ご利用料金から割引https://www.t-com.ne.jp

株式会社TOKAIコミュニケーションズ
登録番号（電気通信事業者）：第171号

★4

★

※対象プラン条件など詳しくはauホームページをご確認下さい

★４G LTEタブレットで「LTEダブル定額for tab/Tab（i）」加入の場合、対象外です。
●スマートバリュー、自宅セット割インターネットコース適用後の翌月から割引します。
　条件を満たしていない月は割引しません。

表示金額は特別な記載のない限り全て税込となります。表示金額は特別な記載のない限り全て税込となります。

設　置
工事費

初回1,443.2円、
2回目以降1,434.4円/月×22回
33,000円
3,300円

分割
（23回）払い
一括払い

新規登録料

初期費用
※1

設置工事費が

おトク！おトク！

おトク！おトク！

※詳しくは中面をご確認ください。

［2年契約］〈ギガ得プラン〉 ※2

設
置
工
事
費

初回1,804円
2回目以降1,793円/月×22回

41,250円

3,300円

分割（23回）払い※1

一括払い

新規登録料

初期費用



ネットとセットでauスマートフォンのご利用料金が永年割引！

ネット＋電話とセットでUQスマホの

ご利用料金がおトク！
ネット＋電話とセットでUQスマホの

ご利用料金がおトク！
ネット＋電話とセットでUQスマホの

ご利用料金がおトク！
ネット＋電話とセットでUQスマホの

ご利用料金がおトク！

充実のサービスは におまかせ！

※1：4年目以降はauスマートバリュー適用なら、550円/月割引が続きます。auスマートバリューへのご加入が無い場合は、割引はございません。※2：高速サービス利用料が日割の場合、割引額も日
割です。※3：auスマートバリューによるauスマートフォンなどへの割引があった場合、その割引を当社が確認した翌月に高速サービス利用料を割引します。※4：開通後、工事費の分割請求が開始され
ます。お客様のお支払い方法により初期費用相当額割引の適用が工事費の分割請求開始より遅れる場合がございます。（割引適用回数は変更ありません。）※5：電話サービスの割引については、
お客様のお申込み状況により適用開始日が異なります。また、36ヶ月以内に電話サービスを解約された場合、割引は継続しません。※6：設置工事費分割払いおよび月額料金割引につきましては、お
客様が選択される支払方法【@T COM（アットティーコム）請求・KDDI請求】により、開始が開通月から1～3ヶ月遅れる場合があります。※「＠T COM（アットティーコム）auひかりコース」による各割
引・無料特典は、お申込みから8ヶ月後末までにサービスが開通したお客様が対象になります。★2：3年単位で自動更新となります。3年契約満了月の当月、翌月、翌々月の3ヶ月間以外に解約された
場合、契約解除料4,730円を請求いたします。また、設置工事費を分割払いとしている場合、残額分を一括にて請求いたします。設置工事費41,250円は、分割払いと一括払いの選択が
可能です。※auひかりコースへのコース変更の場合、コース変更月は現在ご利用中のサービス料金を請求いたします。※電話サービスの通話料金は別途かかります。※1電話番号ごとに毎月ユニ
バーサルサービス料および電話リレーサービス料が必要となります。●ユニバーサルサービス制度についてはhttps://www.ntt-east.co.jp/univs/を電話リレーサービス料については
https://nftrs.or.jp/をご覧ください。※設置工事費についてはお客様宅内の配線状況、ご要望に応じて別途オプション工事（有料）が発生する場合がございます。

★1：ベストエフォート型サービスです。記載速度は技術規格上の概ねの最大値となり、実使用速度を示すものではありません。 お客さまのご利環境、回線の状況などにより大幅に低下する場合があります。ホー
ムゲートウェイ内蔵の無線ＬＡＮご利用（有料）時の通信速度は、最大2.4Gbps（Draft IEEE802.11ax）、または1.7Gbps （Draft IEEE802.11ac）です。接続先までの通信速度は機器の能力に依存します。
＜推奨パソコンスペック＞●LANポート10GBASE-T以上●LANケーブルカテゴリ6a以上

auひかりとauケータイの請求書をひとつにまとめて、スッキリ！便利！おトク！ ※詳細はKDDIのホームページ（https://www.auhikari.jp/）をご覧ください。KDDIまとめて請求

auひかり au携帯電話

auまとめトークでauひかり電話とau携帯電話の利用料金が24時間おトクに！
ひとつの請求書にまとまる！ ポイントが合算される！ ※ネットサービス料金はポイント対象外です。

おトク！

便利！ 使える！

●本チラシに記載された情報は、2022年7月現在の情報です。料金やサービスは予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●消費税の計算上、端数処理の違いから表記金額と
請求額が異なる場合があります。●記載されている商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。
●本チラシに記載された情報は、2022年7月現在の情報です。料金やサービスは予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●消費税の計算上、端数処理の違いから表記金額と
請求額が異なる場合があります。●記載されている商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

auひかり おススメコース

その他条件など詳しくはau取扱店スタッフ・auホームページへ

auひかりの超高速ネットワークで家族みんなのインターネットライフをもっと快適に！

現在、「ギガ得プラン」ご利用中のお客様
現在、「ギガ得プラン」ご利用中のお客様が「ずっとギガ得プラン」へコース変更された場合は、お客様のご利用年数に応じて月額利用料金が変更とな
ります。【コース変更事務手数料は無料となります。】また、コース変更が適用された月が新たに3年契約の1ヶ月目となります。コース変更手続きなどは
弊社ホームページにてご確認ください。https://www.t-com.ne.jp/

※「auひかり」は初期契約解除の対象です。お客様は契約書面の受領日から起算して、8日以内の期間、契約の解除を行うことができます。初期契約解除の詳細な手続き等は後日郵送
される契約書面をご確認ください。

ずっとギガ得プラン 3年契約

初回              　円
2回目以降             　円/月×34回

1,194.6
1,178.1

41,250円 41,250円が

初期費用〈参考〉

設
置
工
事
費

新規登録料

＊：機種により、ご加入いただける料金プランが異なります。【割引額】＜ピタットプラン 5G/ピタットプラン 4G LTE＞データ容量1GB超：永年550円（税込）/月割引（データ容量～1GBご利用の月は割引適用されません。）＜ピタットプラン 4G LTE/5G（s）＞
データ容量　2GB超～20GB：翌月から永年550円（税込）/月割引（データ容量～2GBご利用の月は割引適用されません。）＜使い放題MAX 5G ALL STAR パック・使い放題MAX 5G テレビパック・使い放題MAX 5G Netflixパック（P）・使い放題MAX 
5G with Amazonプライム・使い放題MAX 5G使い放題MAX 4G テレビパック・使い放題MAX 4G Netflixパック（P）・使い放題MAX 4G・タブレットプラン20＞永年1,100円（税込）/月割引※ご加入のプランにより割引額が異なります。詳しくはauホーム
ページをご確認ください。★1：「auひかりホーム・auひかりマンション＋auひかり電話」を同一のご自宅のインターネットサービスでご加入の場合に限ります。※ 対象のご自宅のインターネットサービスの詳細については、au取扱店スタッフまたはホームページへ
ご確認ください。 ★2：ご契約はご自宅のインターネットサービス1回線につき、au携帯電話合計10回線までです。「auスマートバリュー」をご契約の回線が「家族割プラス」グループまたはUQ mobileの「自宅セット割」グループにも加入している場合、各グルー
プにご加入のau/UQ携帯電話も回線数のカウントに含まれます※ご自宅のインターネットサービスとau携帯電話のご契約者が同一姓・同一住所の場合、お申し込みできます。50歳以上のご家族の場合は、対象のご自宅のインターネットサービスにご契約し
ている住所と別住所でもお申し込みいただけます。別姓やau携帯電話が累計5回線以上の場合はご家族・同一住所であることの証明書が必要です。（別住所で50歳以上はご家族の証明書のみ）。※お申し込み翌月以降から割引適用です。※割引額は、
月末時点で加入中のau携帯電話の料金プランやデータ定額サービスにより判定します。※別途、機種代金、通話・通信料、契約にかかる費用、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料が必要となります。●ユニバーサルサービス制度について
はhttps://www.ntt-east.co.jp/univs/を電話リレーサービス料についてはhttps://nftrs.or.jp/をご覧ください。KDDIが実施するほかの施策とは併用できない場合があります。○Amazon、Amazonプライムおよびこれらに関連するすべての商標は、
Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。

auへのお申し込み必要

※2 ※3

 auスマートバリュー適用特典の場合

 auスマートバリュー適用特典の場合

★2

★1

★１

＊

お申込み可能エリア（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）の一部エリア

お申込み可能エリア（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）の一部エリア

＊auひかりホーム1ギガとの比較

3年間割引

〈月額料金合計〉
ネット＋電話をお申込みの場合

auスマホ  au タブレット（4G LTE）
いずれかの対象料金プラン　などにご加入＊

②①
「auひかりホーム・
auひかりマンション     」

（ネット＋電話）のお申込み
★1

7,018 円 6,908円 6,798円 6,798円

6,160 円

6,160円

6,050円
6,050円

5,940円 5,940円

5,940円 5,940円

5,610円
550円

550円
550円 550円

1,408円

7,018円
6,160円
6,160円 6,050円 5,940円 5,940円

6,050円 5,940円 5,940円
6,908円 6,798円 6,798円

5,500円 5,390円 5,390円

表示金額は特別な記載のない限り全て税込となります。表示金額は特別な記載のない限り全て税込となります。

一括払い

分割（35回）払い※1※６

高速サービス

電話サービスご加入で

3,300円

※別途利用料・オプション料がかかります。インターネットサービス解約時に、ご契約期間
に応じて契約解除料が発生する場合があります。例：auひかりホーム・ずっとギガ得プラ
ンの場合 契約期間3年、契約解除料 税込4,730円。）

※7：割引は月額より35回にて適用となります。

設置工事費
おトク！おトク！

※6 ※7

【条件】
①②両方を
満たす方

選べる二つのセット割でさらにおトクに！

家族みんなが対象
離れて暮らすご家族も50歳以上なら割引の対象に！

★2

※自宅セット割は「インターネットコース」の場合です。※別途、各種適用条件・ご契約条件・料金や契約にかかる費用など、店頭スタッフ・UQホームページへ

自宅セット割
［インターネットコース］
自宅セット割
［インターネットコース］
自宅セット割
［インターネットコース］
自宅セット割
［インターネットコース］

自宅セット割 お申し込み必要

440円月額
料金

※過去に本特典が
　適用された方は
　対象外となります。3ヶ月間無料！3ヶ月間無料！最

大

新規お申込み特典

端末のウイルス対策
ウイルス、マルウェア、スパイウェアからの保護

お子さまの見守り・利用制限
ファミリールール

家族全員で7台まで使える
マルチユーザー＆マルチデバイス

ブラウザ保護・バンキング保護
ブラウジング＆バンキングプロテクション

家族みんなのインターネット
ライフを安心・安全に！

訪問サポート/レッスン 電話サポート
お客様宅へ訪問してお悩みを解決したり、
パソコンやインターネットの使い方をご説
明いたします。※1

パソコンやインターネット接続、プリンターやタ
ブレットなど周辺機器の突然のトラブルやご不明
な点を、お電話ですぐにご相談いただけます。

リモートサポート
専門スタッフがお客様のパソコンを遠隔
操作をしながらサポートを行い、問題を解
決します。

※1：訪問サポートご利用には、｢FOR YOU｣の月額料金とは別に訪問サポート費用がかかります。

550円月額
料金

各種設定から周辺機器まで、専門スタッフが親切・
丁寧におこたえします！

auスマホをご利用中の方

UQ mobileをご利用中の方

※過去に本特典が
　適用された方は
　対象外となります。3ヶ月間無料！3ヶ月間無料！最

大

新規お申込み特典
330円月額

料金
暮らしが便利になる総合クラウド
サービスです。なんと最大50GB！

日々の出費も家事の合間に
グラフでラクラク管理！

家計簿
外出先でもスマートフォンで
メールチェック！

Webメール
特定の人だけがアクセスできる簡易掲示板です。
家族同士で連絡を取り合う時などに便利です。

家族掲示板
デジカメやスマートフォンで撮った写真を気軽に投
稿・管理して、特定の人に写真を公開できます。

アルバム

お申し込み受付中！

ID監視：3アドレス、PW管理：4デバイス

ID GUARD
基本プラン

●ID GUARD拡張プランもございます。
　（ID監視：5アドレス、PW管理：7デバイス）
　詳細についてはhttps://www.t-com.ne.jp/を
　ご覧ください。

※過去に本特典が適用された方は対象外となります。

複数端末のアカウント情報を
一元管理 3ヶ月間無料！3ヶ月間無料！最

大

新規お申込み特典月額
料金


