マンション
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キャンペーンは予告なく終了・変更・延長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合わせ下さい。
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1,111円（税抜）の割引は、
ご利用開始月から36 ヵ月間適用されます。

初月

2ヵ月目〜36ヵ月目

10日

1日

4,111円

お支払い
イメージ

37ヵ月目

1日

3,611円

2,500円

請求額

契約事務手数料 3,000円
月額負担金 0円
（初月無料）
宅内工事費
（分割） 1,111円

開通日が
開通月当月10日

割引額

月額割引 1,111円

月額割引 1,111円

4世帯ご利用の物件
の場合

お支払い金額

3,000円

通常料金 2,500円

月額負担金 2,500円
宅内工事費（分割） 1,111円

NURO

同 時 にお

2

月額負担金

2,500円

通常料金 2,500円

光と

申し込 み
できる！

月額利用料金

1,380円
らくらくバックアップ無制限

いつでもかけつけ365

らくらくバックアップ無制限
個別申し込みの場合：月額利用料金

So-net くらしの相談

いつでもかけつけ365

500円

個別申し込みの場合：月額利用料金

So-net くらしの相談

500円

個別申し込みの場合：月額利用料金

お客さまのパソコンに保存されているデータをクラウド上に保管
するサービスです。全自動・容量無制限なので、一度設定するだ
けでバックアップし忘れも防止できます。

ご自宅の水回り、鍵、
ガラス、電気、
ガス設備などの急なトラブル
時に、24時間365日回数制限なしで応急処置を行う、緊急かけ
つけサービスです。

クラウド上で管理する写真データは、パソコンの他に、Androidや、
iPhone、
タブレットでいつでも、
どこからでも、
見ることができます。

自宅での様々なトラブル発生時に、専門業者がかけつけてトラブルの
応急処置を行います。

トラブル対策用給付金サービス無料
特典

事故でけがを負わせた等の賠償責任が生じた際、上限30
万円までの保険金が支払われます。

※保険金の支払いには引受保険会社の審査があります。適用条件等、詳しくはサービス利用
規約をご確認ください。

※かけつけサービスはトラブル対応の専門業者がご自宅にお伺いいたします。
※1度の出張時間は基本作業時間が60分となります。

https://www.so-net.ne.jp/option/life/rakurakubackup/

500円

毎日の生活で起こるトラブルや悩みごと等、
どこに相談すれば
いいかわからない時に気軽にご利用できます。

https://www.so-net.ne.jp/option/life/kaketsuke365/

https://www.so-net.ne.jp/option/kurashi/soudan/

他にも便利なオプションがいっぱい！
安心のセキュリティサービス！

お電話1本でらくらく解決！

カスペルスキー
セキュリティ

お手持ちの機器が故障しても安心！

NURO リモートサポート

あんしんリぺア

くらしのトラブルをサポートします!

バラエティに富んだ動画が見放題！

So-net くらしのお守り

月額利用料金

月額利用料金

月額利用料金

月額利用料金

月額利用料金（7日間見放題サービス）

500円

500円

500円

360円

980円

NURO 光 for マンションよくある質問・お問い合わせ

サービスに関する情報はこちらから
NURO 光の質問・疑問にお答えします。
どの様なサービスかはもちろん、
エントリーから申込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。

専用URL

http://faq.mansion.nuro.jp/ または

QRコード

超 高速インターネット

から▶

＜初期契約解除制度について＞本サービスは、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
「So-net契約内容のご案内」または「NURO 光契約内容のご案内」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。
※1

NURO 光 for マンション
ご入会後のお問い合わせ

NURO マンションサポート
ご利用料金のご確認・ご契約内容の変更確認など

■お問い合わせ先
携帯電話もご利用いただけます

全国共通

または

0570-099-130 03-6831-1947

<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。●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。

※3

ご利用マンション内での
契約者数が
10人以上の場合

1,900

※2

お申し込みは…

[受付時間] 10：00 〜 18：00（1月1日、2日及び弊社指定のメンテナンス日を除く）
◎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。

ISMS認証

プライバシーマーク

●記載の情報は、
2018年7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®」
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。
●
※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.

「NURO」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登録商標です。※1「最大2Gbps」
という通信速度はネットワークからお客さま宅内に設置する宅内終端装置へ提供する最大速度です。機器使用時の通信速度はお客さまの通信環境と規格により異なります。有線接続の場合は最大1Gbps、無線接続の場
合は通信規格IEEE802.11acにおける通信で最大1.3Gbpsとなります。※弊社が設置する宅内終端装置の機種によりIEEE802.11acに対応していない場合があります。なお、記載の最大通信速度は、技術規格上の最大値であり実使用速度を示すものではありません。インターネットご利用時の速度は、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4〜10人と変動する場合、月額負担金は変動いたします。※３ 別途契約事務手数料3,000円と、36 ヵ月分割でお支払いいただく宅内工事費（1,111円/月）が発生いたします。
【お申し込みにあたり】◎宅内工事費は36 ヵ月
の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 マンションは、2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2年ごとに自動で
更新されます。継続契約期間中に解約（転居も含みます）をされる場合は、契約解除料9,500円をご請求させていただきます。◎サービス提供エリアは、
【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、奈良です。
（一部エリアを除く）◎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。キャンペーンは期間内であっても予告なく終了・変更・延長させていただく場合がございます。

NR1808062

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

1,900

契約者数が
４名の場合

契約者数が
10名以上の場合

スマートフォン
テレビ

プリンター

月額負担金

月額利用料がおトク！

2,500円

月額負担金

1,900円

ゲーム機器

パソコン

コース詳細

※1

コース名

NURO 光 for マンション
＋4
（プラスフォー）

契約事務手数料

宅内工事費

プラン名

3,000円

40,000円

月額負担金

コース
スペック

NURO 光 for マンション ＋４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 ＋４
の申込者が4人以上集まることで設立される、
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。

■DL：2.0Gbps、UL：1.0Gbps
■高速Wi-Fi
※1
（最大速度1.3Gbps）

■定期契約期間2年
■契約解除料あり

2,500円〜1,900円※2

（1,111円 36 ヵ月の分割払い）
ご利用マンションごとのHands-up会員数

4名〜6名

7名

8名

9名

10名以上

Hands-up会費

900円

800円

700円

600円

300円

NURO 光 for マンション ＋４ 月額基本料金

1,600円

合計月額負担金

2,500円 2,400円 2,300円 2,200円 1,900円

タブレット

お客さま宅に設置する光回線終端装置（ONUホームゲートウェイタイプ）
は、無線LAN
親機機能を標準装備しています。パソコン、
タブレット、ゲーム機器等さまざまな機器に
繋げて、家中どこでも快適生活！最大速度1.3Gbps※1の無線LAN通信を追加料金なし
でご利用いただけます。

◎お申し込みいただいた場合でも申込者数が4人に充たない場合には、NURO 光 for マンション ＋４をご利用いただけません
ので、あらかじめご了承ください。◎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（60,000円※24回分割払い）
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。◎3人以下となってから一定期間経過後に、残りのご契約者さ
ま宛に
「3 ヵ月後に契約解除となる」旨、当社より通知をいたします。
◎この通知から3 ヵ月後に、
これらのご契約者さまの NURO
光 for マンション ＋４のご提供を終了（契約解除）
とさせていただきます。
◎サービス提供終了時点でHands-upが設備導入工
事費（60,000円）の残債を有する場合、その残債額を当該通知を発送した時点で残存している契約者さまで等分した金額を各
契約者さまにお支払いいただきます。NURO マイページにて残債額はご確認いただけます。

月々お客さまにご負担いただく金額
【お申し込みにあたり】◎宅内工事費は36 ヵ月の分割払いにてお支払いいただきます。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。◎NURO 光 for マンションは、2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2年ごとに自動で更新されます。継続契約期間中に解約（転居も含みます）をされる場合
は、契約解除料9,500円をご請求させていただきます。◎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。
＊ご利用マンションごとのHands-up会員数が3名以下となった場合、4〜6人の金額が
適用されます。

ONU
コンポ

※1「最大2Gbps」
という通信速度はネットワークからお客さま宅内に設置する宅内終端装置へ提供する最大速度です。機器使用時の通信速度はお客さまの通信環境と規格により異なります。有線接続の場合は最大1Gbps、無線接続の場合は通信規格IEEE802.11acにおける通信で最大1.3Gbpsとなります。※弊社が設置する宅内終端装置の機種によりIEEE802.11acに対応していない場合があります。なお、記載の最大通信速度は、技術規格上の最大値であり実使用速度を示すものではありません。
インターネットご利用時の速度は、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4〜10人と変動する場合、月額負担金は変動いたします。

◎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。

お客さま

NURO

NURO

NURO

NURO

お客さま

管理会社様／管理組合様／オーナー様

お客さま

NURO

屋外工事

＊設備未導入マンションにつきましては、該当物件にて4人の方からお申し込
みをいただいたのち、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。

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。

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。

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。

＊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）

＊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）

＊お客さまの立ち会いは必要ありません。

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。

＊契 約 内 容 通 知 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。

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。

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。

NURO 光 でんわサービスは、

7.99円/3分

※1
現在お使いの電話番号も今まで通りご利用できます。

ソフトバンクケータイへ

無料※2

アメリカ本土へ

7.99円/3分
（免税）

月額基本料金
関東エリア

付加サービス工事費

オススメ！

ベーシックパック
番号表示

110番・119番・104番も従来通り使えます。

国際通話

※1 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。 ※2 ホワイトコール24のお申し込みの場合となります。

月額料金

関西・東海エリア

番号通知
リクエスト

300 円/月

基本工事費

3,000 円

工事費無料
パック ① 番号表示

【NURO 光 でんわについて】
「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が発生いたします。
ユニバーサル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.so-net.ne.jp/option/phone/nuro̲hikari/index.html料金表をご覧ください。

MDF

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。

付加サービス単体月額料金

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。

パック ②

ー

パック ③ 番号表示
パック ④

ー

お得な付加サービスパック月額料金
番号通知リクエスト 通話中着信 着信転送
ー

通話中着信 着信転送

番号通知リクエスト 通話中着信
ー

通話中着信

●番号表示 ／400円
●番号通知リクエスト／200円
●通話中着信 ／300円
●着信転送 ／500円
●着信拒否 ／600円

付加サービス工事費

着信拒否

900円

着信拒否

630円

ー

着信拒否

800円

ー

着信拒否

530円

1,000円
各サービス毎。
通話中着信と着信転送は工事費無料

LINE

ALARM

WAN

IP電話機

LAN1

LAN2

LAN3

TA

POTS1

POTS2

TA

2.4G

5G

WPS

ONU

PC

NURO 光 でんわ をもっとおトクに！
ホワイトコール24

600円 1,000円 2件分が無料！！

ご利用開始月の月額料金は、日割請求となります。

500 円/月

POWER

お客様宅内

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

24時間
無料

国内通話

便利でおトクな料金がうれしい電話サービスです。

既設配管

＊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。

2つの安心がパックで登場！
一般電話へ

お客さまがお住まいのマンション物件

＊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。

他社電話サービスと同等の各種付加サービスを装備

■通話料金

お客さま宅内配線

光コンセント

「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。

宅内工事

NURO
光 でんわ

おうち割 光セット

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、
「ホワイトプラン」
、
「標準プラン」
または
「スマ放題 通
話し放題プラン(スマ放題 通話し放題プラン、スマ放題 通話し放題プラン
<3Gケータイ>)」へ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

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
ご利用によりソフトバンクのパケット定額料金から永年毎月最大1,000円割引 ※1

※1 ウルトラギガモンスター定額50GB、
データ定額5GB/20GBご利用でお申し込みの場合。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。
＊ 「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。iPhone、SoftBank スマートフォン、SoftBank 3G（携帯
電話）、iPad、
タブレットのいずれかで指定のデータ
（パケット）定額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。
＊ソフトバンクのキャンペーン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。

【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。

