
料金表	 

岩手県奥州市江刺区稲瀬 2丁目 136	 

株式会社タイズ	 

第 1	 通則	 

(料金の計算方法等）	 

1	 	 がんばろう岩手光(以下、「本サービス」といいます。)の料金及び工事に関する費用は、この本サービ

ス料金表（以下、「料金表」といいます。）に定めるほか、当社が別に定めるところによります。	 

	 

2	 	 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただ

し、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。	 

	 

3	 	 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。	 

(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供を開始（付加機能又は端末設備についてはその提供の

開始）したとき。	 

(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止等があったとき。	 

(3)料金月の初日に本サービスの提供を開始（付加機能又は端末設備についてはその提供の開始）し、

その日にその契約の解除又は	 付加機能若しくは端末設備の廃止があったとき。	 

(4)料金月の初日以外の日に本サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。

この場合、増加又は減少後の	 月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。	 

(5)第 28 条（利用料金の支払義務）第 2項第 4 号の表の 1の規定に該当するとき。	 

	 

4	 	 3	 の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 28 条第 2 項第 4 号の表の 1

に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる	 24	 時間をその開始時刻が属する暦

日とみなします。	 

	 

5	 	 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあ

ります。	 

	 

(端数処理）	 

6	 	 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に	 1	 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切

り捨	 

てとします。	 

	 

(料金等の支払い）	 

7	 	 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関

等を通じ支払うものとします。	 



8	 	 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。	 

	 

(料金の一括後払い）	 

9	 	 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定す

る期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。	 

	 

(前受金）	 

10	 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合に

は、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には

利息を付さないことを条件として預かることとします。	 

	 

(消費税相当額の加算）	 

11	 	 第 28 条（利用料金の支払義務）から第 30 条（工事費の支払義務）までの規定その他この約款の規定

により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金

表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。	 

	 

(注 1)11 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格（消費税相当額を加算しない額

をいいます。以下同じとします）によるものとします。	 

	 

(注 2)本約款の定めにより支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格

に基づき計算した額と異なる場合があります。	 

	 

(料金等の臨時減免）	 

12	 	 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、

その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



第 2	 本サービスの料金等	 

	 

1．本サービスの品目及び細目に係る料金の適用等	 

（1）本サービスは、取扱所交換設備と契約者が指定する場所との間に電気通信回線を設置又は設定して	 

提供するＩＰ通信網サービスです。	 

（2）本サービスには、次表のとおり提供の形態による区別があります。	 

区別	 内容	 

ホームタイプ	 マンションタイプ以外のもの	 

マンションタイプ	 当社が契約者グループ（当社が指定する同一の構内又は建物内に終端

がある契約者回線に係る契約者（卸電気通信役務提供事業者の提供す

るＩＰ通信網サービスに係る契約者を含みます。）からなるグループを

いいます。以下同じとします。）を設定して提供するもの	 

	 

（3）ホームタイプ	 

ホームタイプには、次表のとおり品目があります。	 

品目	 
最大通信速度	 

下り	 上り	 

がんばろう岩手光ホーム 1	 １００Ｍｂｐｓ	 １００Ｍｂｐｓ	 

がんばろう岩手光ホーム 2	 2００Ｍｂｐｓ	 １００Ｍｂｐｓ	 

がんばろう岩手光ホーム G	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 

がんばろう岩手光ホーム G	 Wi-Fi	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 

がんばろう岩手光ホーム G	 Wi-Fi	 ISP	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 

がんばろう岩手光ホーム G	 Wi-Fi	 ISP	 M	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 

	 

（4）マンションタイプ	 

（ア）マンションタイプには次表の通り品目があります。	 

品目	 
最大通信速度	 

下り	 上り	 

がんばろう岩手光マンション 1	 １００Ｍｂｐｓ	 １００Ｍｂｐｓ	 

がんばろう岩手光マンション 2	 2００Ｍｂｐｓ	 １００Ｍｂｐｓ	 

がんばろう岩手光マンション G	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 

がんばろう岩手光マンション G	 Wi-Fi	 	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 

がんばろう岩手光マンション G	 Wi-Fi	 ISP	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 

がんばろう岩手光マンション G	 Wi-Fi	 ISP	 M	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 

	 

（イ）マンションタイプには次表の通り細目があります。	 



①契約者グループの態様による区別	 

区別	 内容	 

A	 1 の契約者グループに係る契約者回線の数が 4以上となるものであって、契約者となる者か

らの契約申込により、当社が 8までの契約者回線ごとに１の契約者グループを設定するもの	 

B	 1 の契約者グループに係る契約者回線の数が 8以上となるものであって、契約者となる者か

らの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもののうち、A以外のもの	 

C	 1 の契約者グループに係る契約者回線の数が 16 以上となるものであって、代表者（その契

約者グループに係るすべての契約者となる者の同意に基づき指定される者とします。以下こ

の表において同じとします。）からの契約申込又は品目若しくは細目の変更の請求により、

当社が契約者グループを設定するもの	 

（備考）	 

１．代表者は、その契約者グループに係る契約者に代って、当社との間の請求及びその他の諸手続き等

（修理又は復旧に係るものを除きます。）を行う者であって、1の契約者グループにつき 1人としま

す。	 

２．代表者が、代表者の変更を行う場合は、変更後の代表者について当社に事前に届け出ていただきま

す。その場合、変更後の代表者の指定については、その契約者グループに係るすべての契約者の同

意に基づくものとします。	 

３．当社は、Aについて、1の契約者グループに係る契約者回線の数が 2以上となる契約申込がある場

合に限り提供します。	 

４．当社は、Aに係る利用契約について、その契約者グループに係る契約者回線の数が 8以上となった

場合は、その 8以上となった日において、その契約者グループに係るすべての利用契約について B

への細目の変更があったものとみなして取り扱います。	 

②契約者回線の態様による区別	 

区別	 内容	 

グレード 1	 取扱所交換設備と契約者回線の終端との間の通信において、最大 1Gbps	 までの符号

伝送が可能な方式を利用しているもののうち、同一の契約者グループにおける契約

者回線の終端を 1回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの	 

（例）光配線方式	 

グレード 2	 それ以外のもの	 

（例）ＶＤＳＬ方式、ＬＡＮ方式等	 

備考	 

１．契約者回線の態様による区別は、100Mbps	 のものにあります。	 

２．「ＶＤＳＬ方式」とは、契約者回線の終端と自営端末設備等との接続をＶＤＳＬ方式によるものを

いいます。	 

３．「ＬＡＮ方式」とは契約者回線の終端と自営端末設備等との接続をイーサネット方式によるものを

いいます。	 



	 

（5）本サービスに係る通信は、契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点又はＮＴＴの提

供するＩＰ通信網サービスのうち、ＮＴＴが指定する回線（当社が別に定める場合を除きます。）と

の間において行うことができます。	 

	 

2．本サービスの利用料金	 契約者回線又は契約者識別符号ごとに次表の月額とします。	 

品目	 
最大通信速度	 月額料金	 

(税抜)	 下り	 上り	 

がんばろう岩手光ホーム 1	 １００Ｍｂｐｓ	 １００Ｍｂｐｓ	 5,200 円	 

がんばろう岩手光ホーム 2	 2００Ｍｂｐｓ	 １００Ｍｂｐｓ	 5,200 円	 

がんばろう岩手光ホーム G	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 5,400 円	 

がんばろう岩手光ホーム G	 Wi-Fi	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 5,700 円	 

がんばろう岩手光マンション 1A	 １００Ｍｂｐｓ	 １００Ｍｂｐｓ	 3,850 円	 

がんばろう岩手光マンション 1B	 １００Ｍｂｐｓ	 １００Ｍｂｐｓ	 3,250 円	 

がんばろう岩手光マンション 1C	 １００Ｍｂｐｓ	 １００Ｍｂｐｓ	 2,850 円	 

がんばろう岩手光マンション 2A	 2００Ｍｂｐｓ	 １００Ｍｂｐｓ	 3,850 円	 

がんばろう岩手光マンション 2B	 2００Ｍｂｐｓ	 １００Ｍｂｐｓ	 3,250 円	 

がんばろう岩手光マンション 2C	 2００Ｍｂｐｓ	 １００Ｍｂｐｓ	 2,850 円	 

がんばろう岩手光マンション GA	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 4,050 円	 

がんばろう岩手光マンション GB	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 3,450 円	 

がんばろう岩手光マンション GC	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 3,050 円	 

がんばろう岩手光マンション G	 Wi-Fi	 A	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 4,350 円	 

がんばろう岩手光マンション G	 Wi-Fi	 B	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 3,750 円	 

がんばろう岩手光マンション G	 Wi-Fi	 C	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 3,350 円	 

がんばろう岩手光ホーム G	 Wi-Fi	 ISP	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 6,600 円	 

がんばろう岩手光マンション G	 Wi-Fi	 A	 ISP	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 5,250 円	 

がんばろう岩手光マンション G	 Wi-Fi	 B	 ISP	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 4,650 円	 

がんばろう岩手光マンション G	 Wi-Fi	 C	 ISP	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 4,250 円	 

がんばろう岩手光ホーム G	 Wi-Fi	 ISP	 M	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 6,700 円	 

がんばろう岩手光マンション G	 Wi-Fi	 A	 ISP	 M	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 5,350 円	 

がんばろう岩手光マンション G	 Wi-Fi	 B	 ISP	 M	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 4,750 円	 

がんばろう岩手光マンション G	 Wi-Fi	 C	 ISP	 M	 概ね 1Gｂｐｓ	 概ね 1Gｂｐｓ	 4,350 円	 

	 

備考	 

1.ＶＤＳＬ方式については、配線設備多重装置（契約者回線の終端と自営端末設備等との間に設置される



ものであって、∨ＤＳＬ方式により１の配線設備において電話サービス又は総合ディジタル通信サービ

スに係る通信とＩＰ通信網サービスに係る通信を同時に利用できる機能を有する装置）に接続される配

線設備の回線距離又は設備状況等により通信の伝送速度が著しく低下若しくは変動する状態、符号誤り

が発生する状態又は通信が全く利用できない状態となる場合があります。	 

2.通信速度はベストエフォートであり、契約者の利用環境（パソコンの処理能力、ハブやルータなどのご

利用機器の機能・処理能力、LAN ケーブルの規格、集合住宅の場合は当該建物内の伝送方式、電波の影

響等）、回線の混雑状況、利用時間帯によっては大幅に低下することがあります。	 

3.100Mbps を超える通信速度で利用するためには、1000BASE-T	 のインタフェースに対応したパソコン、ル

一タ等を要します。また、パソコン等契約者機器と回線終端装置をカテゴリ 5e 以上の LAN	 ケーブルで

接続する必要があります。	 

4.原則、がんばろう岩手光でインタ一ネット接続を行うためには、別途インタ一ネットサービスプロバイ

ダとの契約が必要となります。	 

5.本サービスは、IPv4	 または	 IPv6	 による	 PPPoE	 及び	 IPv6	 による	 IPoE	 を利用して NTT のフレッツ網

へ接続した通信で利用することができます。	 

	 

第 3	 手続きに関する費用	 

1．本サービスの手続きに係る手数料は下表のとおりです。	 

区分	 
料金	 

(税抜)	 

新規契約	 転用以外で新規に本サービスの利用契約をするための手続き料	 3,000 円	 

転用契約	 
東日本電信電話株式会社からの転用により本サービスの利用契約をす

るための手続き料	 
3,000 円	 

移転	 東日本エリア内で本サービスの契約者回線を移転するための手続き料	 2,000 円	 

名義変更	 
契約者の名義変更をするための手続き料	 

※転用時には名義変更できません	 
2,000 円	 

2．エリア（東日本エリア又は西日本エリア）の変更を伴う契約者回線等の転用及び移転はできません。	 

	 

第 4	 工事に関する費用	 

◇新規開通工事費	 

■一括払い	 

工事先への

工事担当者

のお伺い	 

屋内配線の新

設有無	 
サービスの種類	 金額(税抜)	 金額(税込)	 単位	 

あり	 あり	 
戸建住宅	 18,000 円	 19,440 円	 

1 の工事ごと	 集合住宅	 15,000 円	 16,200 円	 

あり	 なし	 戸建住宅	 7,600 円	 8,208 円	 



集合住宅	 7,600 円	 8,208 円	 

なし	 ―	 
戸建住宅	 2,000 円	 2,160 円	 

集合住宅	 2,000 円	 2,160 円	 

■分割払い	 

工事先への

工事担当者

のお伺い	 

屋内配線の新

設有無	 

サービスの種

類	 
金額(税込)	 単位	 

あり	 あり	 
戸建住宅	 648 円/月×30 回＝19,440 円	 

1 の工事ごと	 

集合住宅	 540 円/月×30 回＝16,200 円	 

あり	 なし	 

戸建住宅	 
273 円/月×29 回+291 円×1 回	 

(最終月)＝8,208 円	 

集合住宅	 
273 円/月×29 回+291 円×1 回	 

(最終月)＝8,208 円	 

なし	 ―	 
戸建住宅	 分割払いはご利用いただけません	 

―	 
集合住宅	 分割払いはご利用いただけません	 

	 

◇移転工事費	 

■一括払い	 

工事先への

工事担当者

のお伺い	 

屋内配線の新

設有無	 
サービスの種類	 金額((税抜)	 金額(税込)	 単位	 

あり	 あり	 
戸建住宅	 9,000 円	 9,720 円	 

1 の工事ごと	 

集合住宅	 7,500 円	 8,100 円	 

あり	 なし	 
戸建住宅	 6,500 円	 7,020 円	 

集合住宅	 6,500 円	 7,020 円	 

なし	 ―	 
戸建住宅	 2,000 円	 2,160 円	 

集合住宅	 2,000 円	 2,160 円	 

■分割払い	 

工事先への

工事担当者

のお伺い	 

屋内配線の新設

有無	 
サービスの種類	 金額(税込)	 単位	 

あり	 あり	 
戸建住宅	 324 円/月×30 回＝9,720 円	 

1 の工事ごと	 
集合住宅	 270 円/月×30 回＝8,100 円	 

あり	 なし	 
戸建住宅	 234 円/月×30 回＝7,020 円	 

集合住宅	 234 円/月×30 回＝7,020 円	 



なし	 ―	 
戸建住宅	 分割払いはご利用いただけません	 

―	 
集合住宅	 分割払いはご利用いただけません	 

	 

◇品目変更工事費	 

転用と同時に品目変更を実施する場合の工事費の代表例です。	 

■一括払いの場合	 

工事内容	 金額(税抜)	 金額(税込)	 単位	 

「集合住宅向け」から「戸建向け」への変更	 18,000 円	 19,440 円	 

1 の工事	 

ごと	 

「戸建向け」から「集合住宅向け」への変更	 15,000 円	 16,200 円	 

「光配線方式」と「VDSL 方式」間での変更	 15,000 円	 16,200 円	 

「フレッツ光ネクストビジネスタイプ」から	 

「光コラボレーションモデルの光回線」への変更	 	 
7,600 円	 8,208 円	 

「フレッツ光ライト」から「光コラボレーションモデ

ルの光回線」への変更	 	 
7,600 円	 8,208 円	 

「100M」から「200M」と「1G」との変更(工事担当者が

お伺いする場合)	 
7,600 円	 8,208 円	 

「100M」から「200M」と「1G」との変更(工事担当者が

お伺いしない場合)	 
2,000 円	 2,160 円	 

■分割払いの場合	 

工事内容	 金額(税込)	 単位	 

「集合住宅向け」から「戸建向け」への変更	 648 円/月×30 回＝19,440 円	 

1 の工事	 

ごと	 

「戸建向け」から「集合住宅向け」への変更	 540 円/月×30 回＝16,200 円	 

「光配線方式」と「VDSL 方式」間での変更	 540 円/月×30 回＝16,200 円	 

「フレッツ光ネクストビジネスタイプ」から	 

「光コラボレーションモデルの光回線」への変更	 	 

273 円/月×29 回+291 円×1 回	 

(最終月)＝8,208 円	 

「フレッツ光ライト」から	 

「光コラボレーションモデルの光回線」への変更	 	 

273 円/月×29 回+291 円×1 回	 

(最終月)＝8,208 円	 

「100M」から「200M」と「1G」との変更(工事担当者が

お伺いする場合)	 

273 円/月×29 回+291 円×1 回	 

(最終月)＝8,208 円	 

「100M」から「200M」と「1G」との変更(工事担当者が

お伺いしない場合)	 

分割払いはご利用いただけませ

ん	 
―	 

	 

備考	 

1.工事内容により、別途工事費用が発生する場合があります。	 

2.土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費	 3,000	 円（税別）」を頂戴します。	 

3.夜間時間帯（17：00～22：00）および年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日は	 8：30～22：00）に工事を実施



する場合、別途割増料金を頂戴します。	 

4.深夜時間帯（22：00～翌日	 8：30）に工事を実施する場合、別途割増料金を頂戴します。	 

5.時刻指定工事をご希望される場合、別途時刻指定費を頂戴します。	 

	 

	 

第 5	 機器レンタルに関する費用	 

品目	 月額料金	 

1 ギガ対応無線	 LAN	 ルータ	 300 円（税抜）	 

無線	 LAN	 カード	 300 円（税抜）	 

	 

	 

第 6 付帯サービスに関する費用	 

支払証明書の発行手数料	 

品目	 金額（税抜）	 

支払証明書 1枚	 400 円（税抜）	 

備考	 

1.支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代（消費税相当額を含みます）

および郵送料（実費）を要します。	 

	 

	 

附則	 

本料金表は平成 29 年 2 月 1 日より効力を有するものとします。	 

以上 


