
特典は予告なく終了・変更させていただく場合がございます。実施状況は本書面を交付した代理店へお問い合わせ下さい。2023年2月発行

マンション戸 建

2023年2月発行 NR2302061

※1 会員数が1～10人と変動する場合、月額負担金は変動いたします。別途契約事務手数料3,300円と、分割でお支払いいただく宅内工事費（44,000円）が発生いたします。契約事務手数料とは、事務手
続きの際発生する手数料となります。※2 「2Gbps」という通信速度は、ネットワークから宅内終端装置へ提供する技術規格上の下りの最大速度です。お客さまが使用する個々の端末機器までの通信速度
を示すものではありません。端末機器1台における技術規格上利用可能な最大通信速度は、有線接続（1000BASE-T1ポート利用）時で概ね1Gbps、無線接続時で概ね1.3Gbpsです。（IEEE802.11acの
場合の速度です。弊社が設置する宅内終端装置の機種により対応していない場合があります。）速度は、お客さまのご利用環境（端末機器の仕様等）や回線混雑状況等により、低下する場合があります。

【特典詳細】本特典は、NURO 光 for マンションにお申し込みされたお客さますべてが対象となります。宅内工事費分割相当額割引は、宅内工事費の分割した金額と同額の割引が適用となり、適用月のご請求金額から割引いたします。
適用期間と割引詳細については、中面『工事費実質無料特典』をご確認ください。【お申し込みのご注意事項】◎宅内工事費は分割払いにてお支払いいただきます。工事費の分割払期間中に解約（転居に伴う解約の場合を含みま
す）される場合はお支払いいただいていない宅内工事費の残債額を一括でご請求させていただきます。◎NURO 光 for マンション 2ギガ（3年契約）及び、NURO 光 for マンション 2ギガ（2年契約）の継続契約は2年ごとに自動で更新さ
れます。無料解約期間を除く継続契約期間中に解約（転居も含みます）をされる場合は、NURO 光 for マンション 2ギガ（3年契約）は契約解除料528円、NURO 光 for マンション 2ギガ（2年契約）は契約解除料363円をご請求させていた
だきます。◎サービス提供エリアは、北海道、関東（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬）、東海（愛知、静岡、岐阜、三重）、関西（大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良）、中国（広島、岡山）、九州（福岡、佐賀）です。（一部エリアを除く）

月額負担金

マンション

ご利用マンション内での
契約者数が

10人以上の場合

NURO 光 for マンション
2ギガ（3年契約） 2,090 ※1

円～
特典

ご請求金額
宅内工事費分割相当額割引

全部コミコミ！

下り最大 2Gbpsbps※2 月額負担金 初月無料※1 高速無線LAN（Wi-Fi）標準装備
009192-144
ひかりＴＶサービス全般に関する

お問い合わせ先 ひかりＴＶ カスタマーセンター NURO 光サポートデスク
ご利用料金のご確認・ご契約内容の変更確認など

[受付時間] 9：00～18：00
（日曜、1月1日、2日及び弊社指定のメンテナンス日を除く）

NURO 光 for マンション
ご入会後のお問い合わせ

通話無料

※前記の電話番号がご利用になれない場合は
0120-001144（通話無料・携帯電話不可）にご連絡く
ださい。対応チューナーをご利用で、専門チャンネル・
ビデオプラン、専門チャンネルプラン、基本プランのい
ずれかのプランをご契約の方であればどなたでもご利
用いただけます。受付時間 10:00 ～ 19:00 年中無休

■お問い合わせ先
携帯電話も

ご利用いただけます

または
0570-099-130
03-6705-5838

◎間違い電話が大変多くなっております。おかけ間違
いのないようご注意ください。◎コース変更・退会の
お問い合わせに関しては、当窓口ではなくSo-netサ
ポートデスクにおつなぎします。◎お客さまのご要望
に正確かつ迅速に対応するため、通話内容を録音させ
ていただいております。対応終了後、消去いたします。全国共通 チャットサポート受付中

＜NURO 光の初期契約解除制度について＞NURO 光サービスは、初期契約解除制度に基づき、ソニーネットワークコミュニケーションズがお送りする「契約内
容通知書」を受領した日から起算して8日を経過する日までに利用契約の解除のお手続きを行うことができます。＊法人契約のお客さまは対象外となります。

<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込金額です。＜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。●ご利用開始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。●当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。●当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＞●当規約に同意のうえお申し込みください。規約についてはホームページ（https://www.nuro.jp/mansion/legal/）にて
ご確認いただけます。

ISMS認証 プライバシーマーク

お申し込みは窓口代理店へご連絡ください

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

●記載の情報は、2023年1月20日現在の情報です。
●このパンフレットは、使用フォント（書体）の一部をユニバーサルデザインに配慮して制作しました。 
●「So-net」、「ソネット」、「NURO」、「ニューロ」、および「NUROのロゴ」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。
●「Microsoft® Windows®」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 
●「Mac OS®」、「iOS®」および「Macintosh®」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。
●「Android」は、Google LLC.の商標です。
※本パンフレットに記載された社名、製品名、ブランド名等は、各社の商標または登録商標です。 
※“ソニー”および“SONY”はソニー株式会社の登録商標です。 
※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。
©Sony Network Communications Inc.

◎ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社（以下「弊社」といいます）は、『ひかりＴＶ for NURO』サービス（以下「本オプションサービス」といいます）に関して、『ひかりＴＶ』サービスを提供する株式会社NTTドコモ（以下「NTTド
コモ」といいます）と業務委託契約を締結し、お客さまとNTTドコモとの間で別途締結される『ひかりＴＶ』サービス利用契約の取次ぎ、お客さまに対するご利用料金の請求や回収、お客さま情報の管理、カスタマーサポートに関する業務

をNTTドコモから受託し、NTTドコモに代わり当該業務を履行します。◎サービスお申込日からサービス課金が始まります。なおひかりＴＶ for NUROをお申し込みの際に光回線が未開通の場合は光回線開通日が課金開始日となります。無料期間中にご利
用の有料オプションサービスは、ご利用料金が発生します。◎本オプションサービスは個人向けサービスです。個人向けサービスを店舗や会社などで業務利用するのは違法です。本オプションサービスの権利の譲渡はできません。ビデオサービスは、著作
権保護のため録画はできません（コピーガード）。またテレビサービスは、成人向けチャンネルなど一部を除いて、チューナーに接続している録画機器のみ可能です（コピーワンス）。「ひかりＴＶチューナー機能対応テレビ」の一部およびPCは、ビデオサービ
ス、テレビサービスともに録画できません。◎本オプションサービスを視聴する為の動作環境が整い、サービスへの接続設定完了後すぐにビデオサービスがご利用いただけます。テレビサービスについては、配信設備の設定完了後からご利用いただけま
す。◎サービス視聴開始後、ひかりＴＶ画面上より、オプションサービス（有料）がご利用いただけ、商品の購入手続き完了直後から視聴可能です。有料オプションサービスを購入された場合は、月額基本料金とは別にオプション料金が発生します。ひかりＴＶ
画面上より購入ボタンの操作があった場合は、購入の意思があったものとみなし、サービスの提供が不可能な場合を除いて課金となります。また、コンテンツにより、契約が月ごとに自動更新となるものがございます。◎ガイド誌等に掲載のテレビ番組及び
ビデオ作品については、都合により内容及び提供/放送日時の変更、あるいは提供/放送自体が中止される場合がございます。◎一部のオプションチャンネルにおいて、年齢制限を定めて提供させていただいている番組がございます。お申し込みの際、年齢
証明等のお手続きが必要となります。また、一部のビデオサービスはテレビ画面上から視聴年齢制限の変更が必要となります。【放送サービスについて】◎本オプションサービスで地上デジタル放送やBSデジタル放送をご利用される場合は、弊社が指定す
る対応チューナーが必要となります。◎ひかりTV for NUROでは、ST-3400のみご利用可能です。◎電波で受信する放送に比べると画質が異なったり、劣化がおこる場合がございます。◎電波で受信する放送に比べると若干の遅延やチャンネル切替に時
間がかかります。また、データ放送の画面表示内容の表示に、若干の差がある場合や、データ放送の双方向サービスを利用した視聴者参加型番組等は、投票結果が送信できない、正確に反映されない、抽選に参加できない、賞品が受け取れない等の事象が
発生することがあり、通常の地上デジタル放送、BSデジタル放送と同等のサービスが受けられない場合がございますので、予めご了承ください。◎NHKの受信料は本オプションサービスの料金には含まれておりません。別途NHKと放送受信契約をご契約
いただく必要があります。NHKの放送受信契約についてのお問い合せは、NHK視聴者コールセンター（TEL：0120-151515）または、http://www.nhk.or.jp/jushinryo/までお問い合わせください。◎諸事情により、本オプションサービスで地上デジタ
ル放送やBSデジタル放送を終了する場合がございます。その場合、引き続き地上デジタル放送やBSデジタル放送の視聴をご希望されるお客さまは、地上デジタル放送またはBSデジタル放送対応テレビ及び受信アンテナ等を別途お客さまご自身にてご
用意いただく必要がございます。◎HD（ハイビジョン）画質を視聴できるのはHD画質対応のテレビのみとなります。お手持ちのテレビがSD（標準画質）画質の場合は、HD画質で視聴することはできませんので予めご了承ください。また、HDMI端子がない
テレビでは、本サービスをご利用することができません。LANケーブル含め、チューナーに同梱されたケーブルをご利用ください。【地上デジタル放送について】◎地上デジタル放送は一部エリアに限定しており、視聴いただくには提供エリア内（地上デジタ
ル放送の提供エリアについては、ホームページ（https://www.hikaritv.net/entry/lineup/tv/digital/）でご確認ください。なお、設備の都合上、地上デジタル放送の提供エリア内でもご利用いただけない場合があります。）において「NURO 光」サービ
スまたは、弊社が指定する光回線提供事業者が提供する光回線接続サービス（「NURO 光」サービスの提供エリア等は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社まで、弊社が指定する光回線提供事業者が提供する光回線接続サービスの提供エリ
ア等については、各提供事業者までお問い合わせください。）のご利用が必要となります。また本オプションサービスは「NURO 光」及び各光回線接続サービスご利用住所と光回線取扱局住所の都道府県が異なる場合はご利用いただけませんので予めご
了承ください。◎本オプションサービスを複数ご契約されている場合でも、地上デジタル放送の同時視聴（録画含む）は最大2チャンネルまでとなります。また、お住まいの地域によっては直接アンテナ等により受信して視聴できるチャンネルと本オプション
サービスで視聴できるチャンネルは異なる場合がございます。◎携帯・移動体向け地上デジタル放送（ワンセグ）は含まれておりません。また、ご利用のチューナーによっては、地上デジタル放送の臨時サービスを視聴いただけない場合があります。【BSデ
ジタル放送について】◎ひかりTVのサービス全般に対するお問い合わせ、及び本サービスで提供するＢＳデジタル放送に関するお問い合わせは、ひかりＴＶカスタマーセンター（受付時間10：00～19：00（年中無休）TEL：009192-144（通話無料）※前記
の電話番号がご利用になれない場合は0120-001144（通話無料・携帯電話不可））にご連絡ください。対応チューナーをご利用で、専門チャンネル・ビデオプラン、専門チャンネルプラン、基本プランのいずれかのプランをご契約の方であればどなたでも
ご利用いただけます。＜ひかりＴＶ for NURO 初期契約解除制度について＞本オプションサービスは放送法の定めに基づき、NTTドコモより送付されるひかりＴＶ 会員登録証の受領日より起算して8日を経過するまでの日までに初期契約解除が可能です。
詳細につきましてはひかりＴＶ 会員登録証をご確認ください。

【ご注意事項】

ひかりＴＶ for NURO ひかり TV for NUROはNURO 光のサービス提供エリアのうち、一部地域にてサービスを提供しております。
サービス提供エリア・詳細については販売スタッフまでお問い合わせください。

【回線同時お申し込み】＊「NURO 光」及び各光回線接続サービスご利用住所と光回線接続設備の住所の都道府県が異なる場合はご利用いただけませんので、予めご了承ください。

NURO 光
for マンションへ
お申し込み

1
NURO 光

開通工事日決定

2
NTTドコモより
チューナー配送

3
NURO 光 開通工事

開通工事完了後、
ひかり ＴＶ for NURO に接続可能です。

4 テレビ、チューナーを
光回線に接続

接続するだけでご利用いただけます。

5

ご利用開始！お申し込みから
ご利用開始までの流れ

【世帯割引のご注意事項】◎ひかりＴＶ for NUROは1名義につき、2契約までお申し込みが可能です。◎「ひかりＴＶ 
for NURO」の2契約目をご契約いただいた方は月額基本料金に世帯割引が適用さ
れます。◎1契約目もしくは2契約目のいずれかに「専門チャンネル・ビデオプラン」
「専門チャンネルプラン」を含む場合のみ世帯割引が適用されます。◎世帯割引が
適用されている契約に対してはひかりＴＶはじめて割は適用されません。

2契約目の月額基本料金 2契約目のチューナーレンタル料金

550円無料毎
月1,100円割引 本光回線

サービス限定！

世帯割引2契約目さらに

2契約目をお申し込みいただくと

◎ひかりTVはじめて割は、「ひかりＴＶ for NURO」1契約目に適用されます。対象となるプランは「専門チャン
ネル・ビデオプラン」「専門チャンネルプラン」です。◎ご利用開始3カ月目～24カ月目まで毎月お支払いいただ

く月額基本料金から1,100円を割引させていただきます。◎月の途中で解約されても料金の日割り計算は行いません。◎最大2カ月とは、ご利用開始月とその翌月が
対象となります。3カ月目以降は通常通りの月額基本料金およびチューナーレンタル料金が発生します。◎その他の月額基本料金に関わる割引サービスと併用出来な
い場合があります。◎申し込み月、利用開始月、プラン変更月、初月無料のオプションチャンネル購入月、初月無料のビデオパック購入月、接続した月の解約は承ってお
りませんので、予めご了承ください。

【ひかりTVはじめて割のご注意事項】

ひ かりT V はじめて割1契約目

対象となるお客さま：「専門チャンネル・ビデオプラン」「専門チャンネルプラン」に新規お申し込みいただいた方

ステキな特典ご用意いたしました！

月額基本料金から毎月
3カ月目～24カ月目まで 1,100円割引

月額基本料金と
チューナー

レンタル料金550円最大2カ月無料

テレビもビデオも両方楽しみたいなら！

テレビ　50ch以上＋地デジ/BS
ビデオ　約40,000本が見放題

見放題チャンネル

見放題ビデオ

月額料金　3,850円
専門チャンネル・ビデオプラン 基本プラン

月額料金　1,100円
テレビ　8ch以上＋地デジ/BS

2年間月額基本料金 1,650円
別途チューナーレンタル料金が発生いた
します。

新規お申し込みなら！
専門チャンネルをとことん楽しみたいなら！

テレビ　50ch以上＋地デジ/BS
ビデオ　一部の無料作品のみ見放題

見放題チャンネル月額料金　2,750円
専門チャンネルプラン

ひかりＴＶ for NUROは楽しみ方に合わせて3つのプランから選択できる！

初期費用全てのプラン 無料
映画、アニメ、ドラマ、音楽、スポーツの
90ch以上のチャンネルがラインアップ！

全チャンネルHD（ハイビジョン）画質!4K放送も開始！

見たい番組を見逃さないカンタン・便利な録画機能！

90

Amazon “Fire TV Stick”プレゼント!
ご契約の台数＋1台のテレビで無料視聴！

◎本特典は「専門チャンネル・ビデオプラン」
「専門チャンネルプラン」にご契約いただい

たお客さまが対象となります。◎本特典は、ご登録住所にお届け
いたします「Fire TV Stickプレゼント申込みご案内」チラシに記
載されているQRコードからお申し込みいただくことができます。Fire TV Stick
本体は、本特典へお申し込み後、ひかりTVの開通が確認できた後に発送いたしま
す。◎チューナー未接続のテレビでもFire TV Stickを繋げばアプリを使ってワイ
ヤレス視聴が可能です。◎ご使用方法については、Fire TV Stickに同梱されるチ
ラシをご覧ください。◎Fire TV Stickを利用する際は、Fire TV Stickの利用規
約や注意事項に従ってください。（別途Amazonアカウントの登録が必要です。）
◎ひかりTVのビデオ作品はFire TV Stickで視聴できません。◎ソニーネット
ワークコミュニケーションズ、NTTドコモ共同企画です。◎Amazon、Fireおよび
関連のロゴは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の登録商標です。

【ご注意事項】

さらにこちらもプレゼント！

2022年 オリコン顧客満足度®ランキング
インターネット回線 広域企業 総合1位



他社電話サービスと同等の各種付加サービスを装備便利な付加サービス

月額基本料金
ご利用開始月の月額料金は、日割請求となります。

税抜300円/月
（税込330円/月）

東海/関西/中国/九州エリア

税抜500円/月
（税込550円/月）

北海道/関東エリア
アメリカ本土へ

7.99円/3分（免税）
国際通話

一般電話へ

8.789円/3分
国内通話

ソフトバンクケータイへ

無料※5通話料金

NURO 光 でんわサービスは、便利でおトクな料金がうれしい電話サービスです。
現在お使いの電話番号も今まで通りご利用できます。
110番・119番・104番も従来通り使えます。

※4

NURO 光 でんわ

工事費実質無料特典 ご請求金額 宅内工事費分割相当額割引
宅内工事費分割相当額の割引は、宅内工事費の分割した金額と同額が適用月のご請求金額から割引されます。
特典内容の詳細は、表紙の【特典詳細】をご確認ください。

※3 NURO 光 for マンション 2ギガ（3年契約）の月額負担金とは別に、36カ月分割でお支払いいただく宅内工事費（44,000円）が発生します。36カ月で分割した金額
と同額を適用月のご請求金額から割引いたします。工事費の分割払期間中に解約（転居に伴う解約の場合を含みます）される場合はお支払いいただいていない宅内工事
費の残債額を一括でご請求させていただきます。

初月 2カ月目～36カ月目 37カ月目
※3工事費実質無料！ ※3工事費実質無料！

10日 1日 1日

月額負担金　2,750円2,750円
契約事務手数料 3,300円
月額負担金 0円（初月無料）
宅内工事費（分割） 1,230円

4,530円 月額負担金 2,750円
宅内工事費（分割） 1,222円3,972円請求額

割引額 月額割引  1,230円 月額割引  1,222円

3,300円 通常料金  2,750円 通常料金  2,750円お支払い金額

ご請求金額割引（工事費分割相当額）
お支払いイメージ
●NURO 光 for マンション 2ギガ
　（3年契約）
●開通日が開通月当月10日
●4世帯ご利用の物件の場合

NURO 光 for マンションをご利用いただくには、Hands-upに加入することが条件となります
Hands-upとは、ご利用のマンション内に
NURO 光 for マンションの申込者があり、かつ同マンションにおいて
ソニーネットワークコミュニケーションズの設備の導入判定が
完了した時点で設立される、
当社に設備導入工事費（共用部分の工事費）、
および設備維持管理費を支払うための任意団体です。

契約者数が
6名以下の場合

月額負担金

2,750円

契約者数が
10名以上の場合

月額負担金

2,090円

月額利用料がおトク！

◎お申し込みいただいた場合でも当該利用申し込みに対する当社の
設備の導入判定が完了するまでは、NURO 光 for マンションをご利
用いただけませんので、予めご了承ください。◎当社はご利用のマン
ションへの光回線の設備導入工事を行います。Hands-upの会費は、
Hands-upの運営費、設備導入工事費、および設備維持管理費に充当
されます。設備導入工事費（66,000円※分割回数はHands-up会員
数に応じて変動いたします。）および設備維持管理費はHands-upが
当社に対して支払います。◎設備導入工事費には開通時点の税率で
消費税が加算されております。開通後に消費税率が変更されても、設
備導入工事費は開通時点の税率での分割払いとなります。◎毎月お
支払いいただくHands-up会費は、開通時期に関わらず請求対象月の
税率で消費税が加算されます。◎本団体は、会長以外が存しなくなっ
た場合には、当該会員が存しなくなった日から、会長が別途定める期
間内に本サービスを利用する会員が生じない限り、会長の判断に基づ
き解散いたします。任意団体が解散した場合、任意団体が当社に対し
て負担する、電気通信設備の敷設工事の残債務相当額を、利用者が
いなくなった月に存していた会員がその存していた会員数で等分した
金額を、各自ご負担いただきます。なお、当該敷設工事の残債務相当
額は、等分する会員数に関わらずご負担いただく必要があります。

※1 「2Gbps」という通信速度は、ネットワークから宅内終端装置へ提供する技術規格上の下りの最大速度です。お客さまが使用する個々の端末機器までの通信速度を示すもの
ではありません。端末機器1台における技術規格上利用可能な最大通信速度は、有線接続（1000BASE-T1ポート利用）時で概ね1Gbps、無線接続時で概ね1.3Gbpsです。
（IEEE802.11acの場合の速度です。弊社が設置する宅内終端装置の機種により対応していない場合があります。）速度は、お客さまのご利用環境（端末機器の仕様等）や回線混
雑状況等により、低下する場合があります。※2 会員数が1～10人と変動する場合、月額負担金は変動いたします。

サービスに関する情報はこちらから
［NURO 光 for マンション よくある質問・お問い合わせ］

NURO 光の質問・疑問にお答えします。
サービス内容はもちろん、お申し込みからご利用開始までの流れ等の不安を解決する情報をご案内しております。
お申し込みに関しては窓口代理店へご連絡ください。

◎宅内工事費は分割払いにてお支払いいただきます。宅内工事費の分割払い期間中に解約（転居も含みます）される場合はお支払いただいていない工事費の残債額を一括でご請求させていただき
ます。◎工事費は開通時点の税率で消費税が加算されます。お申し込み時と開通時で税率が異なる場合があります。予めご了承ください。◎開通後に消費税率が変更されても、工事費は開通時点の税

率での分割払いとなります。◎NURO 光 for マンション 2ギガ（3年契約）及び、NURO 光 for マンション 2ギガ（2年契約）の継続契約は2年ごとに自動で更新されます。無料解約期間を除く継続契約期間中に解約（転居も含みます）をさ
れる場合は、NURO 光 for マンション 2ギガ（3年契約）は契約解除料528円、NURO 光 for マンション 2ギガ（2年契約）は契約解除料363円をご請求させていただきます。

【お申し込みのご注意事項】

10名以上9名8名7名6名以下ご利用マンションごとのHands-up会員数

Hands-up会費

NURO 光 for マンション 2ギガ（3年契約）
月額基本料金

合計月額負担金

330円660円770円880円990円

1,760円

2,090円2,420円2,530円2,640円2,750円

毎月お客さまにご負担いただく金額

［高速Wi-Fi］
最大速度1.3Gbps※1

［DL］
概ね2.0Gbps

［UL］
概ね1.0Gbps

44,000円
（36カ月の分割払い）

44,000円
（24カ月の分割払い）

44,000円
（24カ月の分割払い）

3年

2年

ー

3,300円

2,090円（※2）
～2,750円

2,530円（※2）
～3,190円

2,970円（※2）
～3,630円

プラン名 月額負担金 宅内工事費速度 契約事務手数料契約解除料 定期契約期間

NURO 光 for マンション
2ギガ（3年契約）

NURO 光 for マンション
2ギガ（2年契約）

NURO 光 for マンション
2ギガ（契約期間なし）

あり

なし

サービス詳細

契約事務手数料 3,300円 宅内工事費 44,000円（分割払い） NURO 光 for マンション 2ギガ（2年契約） 2,530円～/NURO 光 for マンション 2ギガ（契約期間なし） 2,970円～

ご利用マンション内での
契約者数が10人以上の場合2,090 ※2

円～
NURO 光 for マンション 2ギガ（3年契約）の場合

NUROなら
月額負担金がマンションでもずーっと

Wi-Fi
最大速度1.3Gbps※1の
無線LAN通信が無料！

高速無線LAN
標準装備

2G bpsbps
家族みんなが複数端末で
同時に使っても快適！

マンションでも
下り最大2Gbps　※1

1,100円×２件分が
無料！

付加サービス工事費

660円
月額料金2つの安心がパックで登場！

ベーシックパック

電話番号を通知しないでかけてきた
相手からの着信には音声ガイダンスで対応。
着信規制してくれます。

かけてきた相手の電話番号が
電話に出る前に
ディスプレイに表示されます。

番号通知リクエスト番号表示

オススメ！ お得な付加サービスパック月額料金

パック ❶ パック ❷ パック ❸ パック ❹

工事費無料

990円

番号表示

番号通知
リクエスト
キャッチ電話

着信転送

着信お断り

693円

ー

ー

キャッチ電話

着信転送

着信お断り

880円

番号表示

番号通知
リクエスト
キャッチ電話

ー

着信お断り

583円

ー

ー

キャッチ電話

ー

着信お断り
各サービス毎。＊キャッチ電話と着
信転送は工事費無料

付加サービス単体月額料金

付加サービス工事費

●番号表示／ 440円
●番号通知リクエスト／ 220円
●キャッチ電話／ 330円
●着信転送／ 550円
●着信お断り／ 660円

1,100円＊



◎NURO 光 でんわは国内最大級のIP電話事業者であるソフトバンク株式会社と提携し、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IP電話サービスで
す。◎NURO 光 でんわのご利用には専用のテレフォニーアダプタ(TA)が必要となります。◎TAはソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社からレンタルにてご提

供いたします。レンタル利用料金はNURO 光 でんわの月額基本料金に含まれます。◎NURO 光 でんわをご利用いただく場合、1電話番号毎に規定のユニバーサルサービス料、電話リレー
サービス料が発生いたします。ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料は不定期に価格が見直されます。最新の価格についてはhttps://www.nuro.jp/hikari/phone/price/をご
覧ください。◎サービス提供エリアは、北海道、関東（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬）、東海（愛知、静岡、岐阜、三重）、関西（大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良）、中国（広島、岡山）、九州
（福岡、佐賀）です。（一部エリアを除く）

【ご注意事項】

※4 一部の電話番号は引き継ぎできません。i・ナンバー（複数の電話番号）/ISDN専用の電話機・専用端末は、ご利用いただけなくなります。
※5 ホワイトコール24のお申し込みの場合となります。

3,300円

基本工事費

ご利用開始までの流れ ＊お客さま対応の品質向上のため、全通話内容を録音させていただいております。

❼ご利用開始お客さま

【ご注意事項】◎インターネットご利用開始後に1週間程度で電話サービスがご利用開始となります。
宅内工事後、すぐに「NURO 光 for マンション」をご利用いただけます。快適な超高速インターネットサービスをお楽しみください。

【ご注意事項】◎お客さまの立ち会いが必要となります。◎工事日調整に関するFAXをお客さまの固定電話番号宛にお送りする場合がございます。

当社からお客さまへご連絡させていただき、お客さま宅内の工事日程について調整させていただきます。
工事日程が決まりましたら、当社の指定する工事業者が、お客さま宅内の工事を実施します。

お客さま NURO ❻宅内工事

設備未導入マンションにお住まいのお客さま

【ご注意事項】◎お客さまの立ち会いは必要ありません。

NURO 当社の指定工事業者が、お客さまがお住まいの集合住宅へ
「NURO 光 for マンション」の設備導入工事を実施します。❹設備導入工事

設備未導入マンションにお住まいのお客さま

【ご注意事項】◎設備導入のご了承がいただけない場合、設備導入を行うことはできません。その場合、お申し込みはキャンセルとさせていただきますのでご了承ください。（キャンセル料は発生いたしません）

NURO
管理会社様・管理組合様・オーナー様 ❸設備導入交渉

当社にて、お客さまがお住まいの集合住宅の管理会社様、管理組合様、
オーナー様へ「NURO 光 for マンション」の設備導入について交渉を行います。

「NURO 光 for マンション申込書 兼 Hands-up 加入申込書」にご記入いただきます。
また、お支払方法登録システム（ソニーネットワークコミュニケーションズからの
音声発信システム）よりお客さまのクレジットカード番号をご登録いただきます。

◎設備未導入マンションにつきましては、該当物件にてお申し込み、かつ当社の設備の導入判定が完了したのち、物件の現地調査を進めさせていただきます。◎NURO 光 for マンションにて登録可能なクレ
ジットカードでお手続きをお願いいたします。窓口代理店よりお支払方法登録システムでの登録方法をご案内させていただきます。（お支払方法はクレジットカードのみとなります。）◎NURO 光 for マンショ

ンのお支払方法登録システムは、お客さまがご自身で音声ガイダンスに従ってカード情報をご入力いただきます。電話窓口でカード情報をオペレータに伝える必要がない為、安心・安全にご利用頂くことができます。
【ご注意事項】

❶NURO 光 for マンションへお申し込みお客さま

設備未導入マンションにお住まいのお客さま

【ご注意事項】◎お客さまの立ち会いは必要ありません。物件の環境によっては設備導入ができない場合がございます。その場合、お申し込みはキャンセルとさせていただきますのでご了承ください。（キャンセル料は発生いたしません）

NURO ソニーネットワークコミュニケーションズの指定業者が、お客さまがお住まいの
集合住宅が「NURO 光 for マンション」の設備導入が可能か調査を実施します。❷物件の現地調査

お客さま NURO

【ご注意事項】◎契約内容通知書には、契約内容、およびNUROマイページのID・パスワードが記載されています。
設備導入工事と並行して、当社より契約内容通知書を発行・郵送させていただきます。❺契約内容通知書発行

既設配管

MDF

屋外工事 宅内工事 お客さま宅内配線
お客さまがお住まいのマンション物件

ONU

TA IP電話機

PC

光
コ
ン
セ
ン
ト

お客さま
宅内

施工方法イメージ
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＊お客さまがお住まいのマンション物件の既設配管を利用して配線させていただきます。＊お客さまがお住まいのマンション物件への設備導入工事が完了後、当社よりお客さま
にご連絡させていただき、お客さま宅内工事日を設定させていただきます。設備導入工事にはお客さまの立ち会いは必要ございません。ソニーネットワークコミュニケーション
ズが管理会社様・管理組合様・オーナー様と調整の上、実施させていただきます。＊お客さま宅内工事はマンション物件の既設の配管を利用して回線の引き込み作業を実施さ
せていただきます。＊お客さま宅内工事は、お客さまの立ち会いが必須となります。工事にかかる時間は1時間～1.5時間が目安となります。＊配管の状況によっては別方法での
回線引き込み作業となる場合があります。また、万が一、回線の引き込みができない場合はキャンセルさせていただきますのでご了承ください。＊お客さま宅内への回線の引き
込みの際、基本的には電話線差し込み口のある箇所から配線させていただきます。その際、光コンセントの設置を行わさせていただきます。＊宅内工事は回線の引き込み工事、
およびONUとの結線、通信疎通確認までとなります。TA、およびお使いのインターネット接続機器との接続はお客さまにて実施いただくこととなりますのでご了承ください。

※特に注記のない限り、記載の金額は全て税込金額です。

NURO
光

でんわ
24時間
無料

ソフト
バンク
ケータイ

◎ホワイトコール24へ申し込むソフトバンクケータイ電話は
NURO 光 でんわ1契約あたり10回線までとなります。◎ホ

ワイトコール24へ申し込むソフトバンクケータイ電話は、基本プラン（音声）/通
話基本プラン/通話定額基本料/通話定額基本料（ケータイ）/通話定額ライト基
本料/通話定額ライト基本料（ケータイ）/ホワイトプラン/標準プランのいずれか
にご加入の必要があります。詳細・お申し込みについては、Webをご参照くださ
い（     お申し込み書の取り寄せは、NURO 光 でんわお申し込み後にWebにて
受け付けております）。https://www.nuro.jp/hikari/phone/sb.html

【ご注意事項】

ホワイトコール24

NURO 光 でんわと
ソフトバンクケータイ間の
国内通話が24時間無料 ※6 データプランメリハリ、データプランミニフィットご利用でお申し込みの場合です。割引金額は対象料金サービスにより異

なります。◎おうち割 光セットのお申し込みは、     「NURO 光 でんわ おうち割 光セット確認書」を弊社へご送付の上、
NURO 光 でんわ開通後にソフトバンクショップにてお申し込みください。◎     「NURO 光 でんわ おうち割 光セット確認書」 はNURO マイ
ページよりダウンロードいただけます。NURO 光契約者様がソフトバンクショップにお越しいただき、お申し込みの際に『NURO 光 でんわ 契約
者名』と『固定電話番号』の情報を申請していただきます様お願いたします。NURO 光 でんわのご契約者様ご本人以外からのお申し込みの場
合、NURO 光 でんわご契約者様の同意書および、ご契約者様の家族であることを証明できる確認書類が必要となります。ソフトバンクの
iPhone、スマートフォン、ケータイ、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、モバイルシアターのいずれかで指定の対象料金サービスにご加入いただ
く必要がございます。◎お客さまがソフトバンクで加入されている割引キャンペーンによってはおうち割 光セットと併用できない場合がありま
す。◎法人回線の方もお申し込み可能です。◎ソフトバンクの特典期間と内容は予告なく変更する場合があります。詳細はソフトバンクホーム
ページ（https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/ouchiwari-hikari/）をご確認ください。

【ご注意事項】

おうち割 光セット
NURO 光 でんわサービスと、SoftBankのスマートフォン、3Gケータイ、iPadのご利用により
ご家族でお使いのソフトバンクご利用料金から永年毎月最大1,100円割引※6

NURO 光 でんわ をもっとおトクに！

【商標登録について】ホワイトコールは、ソフトバンク株式会社の登録商標です。記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



オプションサービス ※特に注記のない限り、記載の金額は全て税込金額です。

各オプションサービスの月額利用料金とは別に、サービスご利用料金がかかる場合がございます。サービス詳細は、本書面を交付した代理店へお問い合わせください。

NURO エントリーパック3つのオプションがセットでおトク！

便利なオプション ❶ 便利なオプション ❷

便利なオプション ❸

1,540円月額利用料金 同時申し込み特典で初月無料！
NURO 光 for マンション同時申し込み特典は、NURO 光 for マンションと
「NURO エントリーパック」を同時申し込みしたお客さまが対象となります。

「NURO エントリーパック」の月額利用料金初月無料の割引は、条件を満たした場合、自動的に
特典の割引を開始いたします。お申し込み、解約の手続きはパックとして受け付けます。パックに
含まれるオプションサービスを個別に解約することはできません。

【特典詳細】

＊専用電話窓口の受付時間は9：00～21：00（1月1日、2日及び弊社指定のメ     
ンテナンス日を除く）となります。
＊お申し込みは個人会員の方に限ります。
＊NURO 光ご利用開始時点からご利用いただけます。
　NURO 光のご利用開始前にはNURO さくっとサポートはご利用いただけ
ません。

NURO さくっとサポート
アプリから簡単相談、さくっとサポートですぐ解決。
ネット周りのトラブルをNUROがすべてサポートします。
面倒な相談は、画像/動画を送るだけで解決まで導きます。

Windows・Mac・iOS・AndroidTMのお好きな組み合わせで
最大7台までインストール可能！
家族全員で安全にインターネットをご利用いただけます。

NURO 光 Safe

＊NURO 光ご利用開始後に、ソフトウェアのダウンロードおよび、通信機器へ
　の設定が必要です。
＊一部対象外の機器がございます。

ウィルス対策 バンキング保護 ブラウザ保護 ペアレンタル
コントロール

個別申し込みの場合：月額利用料金 550円 個別申し込みの場合：月額利用料金 550円
https://www.nuro.jp/hikari/option/security/nurosafe/詳しくはこちら https://www.nuro.jp/hikari/option/support/sakutto/詳しくはこちら

NURO スマートライフ
最新規格Wi-Fi6（11ax）に対応したソニー製ONUで、
Z-WaveやBluetoothに対応したスマートホーム機器※1をNURO 光アプリから操作できます。
また、万が一の時には「セコム駆けつけサービス」※2をご利用いただけます。
【ご注意事項】◎別途事務手数料5,500円がかかります。
※1 操作可能なスマートホーム機器、およびNURO 光アプリについての
詳細は下記URLよりご確認ください。
※2 別途マイページからの申し込みが必要です。ご利用の際はNURO 光
アプリからお呼び出しいただき、5,500円/30分の料金がかかります。

ご利用開始 最大2カ月無料！

個別申し込みの場合：月額利用料金 550円
https://www.nuro.jp/hikari/smarthome/smart_life/詳しくはこちら

ご利用開始 最大2カ月無料！

月額利用料金 330円

◎NURO スマートライフおよび「NURO エントリーパック」の付
加オプションとなります。つながるメッシュ Wi-Fiのご利用には

NURO スマートライフおよび「NURO エントリーパック」のご利用が必須となりま
す。◎ご利用開始月から5カ月後の末日までに解約の場合、機器返却手数料2,200
円がかかります。

【ご注意事項】

最新規格Wi-Fi6（11ax）に対応した
ソニー製のメッシュWi-Fiをご利用いただけるサービスです。
NURO スマートライフおよび「NURO エントリーパック」とセットでご利用
いただくことで、Wi-Fiが快適につながる範囲を拡げることができます。

つながるメッシュWi-Fi付加オプション

＊「NURO エントリーパック」には含まれません。

SEITON＆HOZON
宅配トランクルーム「SEITON」と、
データを容量無制限で保存可能なクラウドストレージ
「HOZON」がセットでご利用いただけます。

他にも便利なオプションがいっぱい！
【ご注意事項】
◎別途初期費用3,300円と、端末代金（割賦払いの場合は110円を36カ月間、
　一括払いの場合は3,960円）がかかります。
　割賦払い期間中に解約される場合は、お支払いいただいていない端末代金の残債額を
　一括でご請求させていただきます。ソニーの技術を結集した

超小型コミュニケーション通信端末と専用アプリを用いた
見守り、トラッキングサービスです。

月額利用料金

1,078円

月額利用料金

1,078円

amue link for NURO
ご利用開始 初月無料！

U-NEXT for NURO
作品数210,000本以上！
最新作も懐かしの名作も充実。
お好きな時に無駄なく
映画やドラマをお楽しみいただけます。

月額プラン

2,189円

【ご注意事項】
＊画面はイメージです。
＊一部デバイスではファミリーアカウントでのログインはできません。
＊一部対象外のコンテンツがあります。
　また、同時に同コンテンツの視聴はできません。

https://www.nuro.jp/r/option/u-next詳しくはこちら

https://www.nuro.jp/r/amue/mansion詳しくはこちら

https://www.nuro.jp/r/option/seiton-hozon詳しくはこちら

SEITON

荷物の預け入れ・取り出しは専用サイトからボタンひとつでOK!
※保管できるお荷物は最大2箱、1箱あたり120サイズ（縦38cm×横38cm×奥行38cm）、
　重さ20Kg、1箱10点まで。
※取り出しの際は、1箱あたり1回880円の配送作業費がかかります。

［対応デバイス］Android ／ iOS ／ PC ※デバイスにより、バックアップできる内容が異なります。
［過去の履歴の復元］60日間まで可能

さまざまなデータをオンライン上に保存。万が一デバイスを失くしてしまった場合も安心！

HOZON


