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「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」特約 
 

ビッグローブ株式会社 
第1条（用語の定義） 

この特約において使用される用語の意味は、次のとおりとします。 
用  語 用 語 の 意 味 

① BIGLOBE ビッグローブ株式会社（以下「当社」といいます。）が「BIGLOBE法人会員規

約（BIGLOBEオフィスサービス）」（以下「当社規約」といいます。）に基づき

提供するサービス 
② フレッツ光等 東日本電信電話株式会社（以下「NTT東日本」といいます。）が「IP通信網サ

ービス契約約款」（以下「NTT東日本約款」といいます。）に基づき提供するIP
通信網サービスのうちメニュー5の品目に係るもの、または、西日本電信電話

株式会社（以下「NTT西日本」といいます。）が「IP通信網サービス契約約款」

（以下「NTT西日本約款」といいます。）に基づき提供するIP通信網サービス

のうちメニュー5の品目に係るもの 
③ BIGLOBEオフィス光 with フレッツ 当社がBIGLOBEの料金とフレッツ光等の料金とを併せてBIGLOBEオフィ

ス光 with フレッツ会員から回収するもの 
④ BIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員 この特約に基づき当社に「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の申込をし

た者 
⑤ BIGLOBE契約 当社からBIGLOBEの提供を受けるための契約 
⑥ フレッツ光等契約 NTT東日本またはNTT西日本からフレッツ光等の提供を受けるための契約 

2 前項に定めるほか、当社規約において定義された用語は、この特約において異なる意味が付与されていない限り、この特約に

おいても当社規約におけるのと同一の意味を有するものとします。 
 
第2条（目的） 

この特約は、「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」に関する条件を定めることを目的とします。 
 
第3条（特約の変更） 

当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法によりBIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員に通知することにより、こ

の特約を変更することができるものとします。この場合、当該予告期間内に「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の解約

の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につきBIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員による承諾があったも

のとみなします。 
 
第4条（対象コース等） 

「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の対象となるフレッツ光等のタイプならびにBIGLOBEのコース（以下「対象コー

ス等」といいます。）は、次のとおりとします。 
(1) フレッツ光等がNTT東日本の提供に係る場合 

フレッツ光等のタイプ名 BIGLOBEのコース名 
Bフレッツ ニューファミリータイプ 

総合コース 

Bフレッツ ハイパーファミリータイプ 
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ 
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ 
Bフレッツ マンションタイプ 
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ 
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ B 
フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ 

 
(2) フレッツ光等がNTT西日本の提供に係る場合 

フレッツ光等のタイプ名 BIGLOBEのコース名 
Bフレッツ ファミリー１００タイプ 

総合コース 
フレッツ・光プレミアム ファミリータイプ 
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ 
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ 
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Bフレッツ マンションタイプ 
Bフレッツ ワイヤレスファミリータイプ 
フレッツ・光プレミアム マンションタイプ 
フレッツ 光ネクスト マンションタイプ 
フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ 

 
第5条（「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の申込） 

「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の適用を受けるために、申込者は、この特約に同意していただいたうえ、当社規約

およびNTT東日本約款またはNTT西日本約款にさらに同意し、かつ、当社が定める方法にてBIGLOBE契約（対象コース等へ

の変更を含みます。）およびBフレッツ等契約の申込を行う必要があります。 
2 「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」は、前項に基づき、BIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員と当社との間で

BIGLOBE契約が、および、BIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員とNTT東日本またはNTT西日本との間でフレッツ光

等契約がともに成立し、かつ、次の各号の要件を満たす場合に適用されます。尚、前項および本項に定める方法以外にてフレ

ッツ光等契約の申込が行われた場合には、「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」は適用されません。 
(1) 前項によるフレッツ光等契約に係る回線が開通すること 
(2) 前項によるフレッツ光等契約（NTT西日本に係るものに限ります。）において「フレッツ・あっと割引」の適用を受ける

こと（本号の要件は、平成24年12月1日以降に第1項所定の申し込みを行う場合は、除きます。） 
3 この特約に定めるところを除き、BIGLOBEおよびフレッツ光等の提供条件は、それぞれ当社規約およびNTT東日本約款また

はNTT西日本約款によります。 
4   BIGLOBE オフィス光 with フレッツ会員は、平成 24 年 12 月 1 日以後に第 2 項第 2 号所定の要件を満たすことなく、

「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の適用を受けることができます。 
 
第6条（「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の適用解除） 

当社は、BIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員がBIGLOBE契約の解除（対象コース等から対象コース等以外のものへの

変更を含みます。）、利用停止もしくは一時休止をした場合、または、フレッツ光等契約の解除、移転、名義変更等の手続きを

した場合、手続きが完了した日が属する月をもって、「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の適用を解除します。 
 
第7条（BIGLOBEオフィス光 with フレッツ月額料金） 

BIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員が「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の適用を受けた場合、適用期間中の毎

月の初日から末日までの間で当社が定める起算日（毎月の一定の日をいいます。）から、次の月の起算日の前日までの間（以下

「料金月」といいます。）に支払うべきフレッツ光等の利用料金のうち基本額の部分および料金月に支払うべきBIGLOBEの月

額基本料金を合わせた額（以下「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ月額料金」といいます。）を当社に支払うものとします。

その料金額は、別表１のとおりとなります。 
2   第5条第4項に従い「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の適用を受けるBIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員に

は、当社が別途指定する日から、別表 1 の 1-1-2-1 に定めるBIGLOBE オフィス光 with フレッツ月額料金に代えて、同 1-
1-2-2に定めるBIGLOBEオフィス光 with フレッツ月額料金が適用されます。 

3 BIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員は、フレッツ光がNTT東日本の提供に係わる場合、BIGLOBEオフィス光 with フ
レッツ月額料金のほかに、フレッツ光等に係る契約料、工事費、その他フレッツ光等の利用に係る料金を別途当社に支払うも

のとします。 
4 BIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員は、フレッツ光がNTT西日本の提供に係わる場合、BIGLOBEオフィス光 with フ

レッツ月額料金のほかに、フレッツ光等に係る回線終端装置利用料、契約料、工事費、その他フレッツ光等の利用に係る料金

（以下「その他料金」といいます。）を別途当社に支払うものとします。その他料金の料金額は、別表１のとおりとなります。 
5 BIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員は、第6条に基づき「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の適用を解除した場

合、解除した日が属する月（以下「適用解除月」といいます。）の翌月以降、NTT東日本約款またはNTT西日本約款に基づき

フレッツ光等の利用料金をNTT東日本またはNTT西日本に対し、および、適用解除月の翌月以降当社規約に基づきBIGLOBE
の利用料金を当社に対し、それぞれ支払うものとします。 

 
第8条（BIGLOBEオフィス光 with フレッツ月額料金等の支払方法） 

BIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員は、料金月の翌々月に、第5条第1項に基づくBIGLOBE契約の申込に際して指定し

た料金の支払方法により、料金月の翌月に係るBIGLOBEオフィス光 with フレッツ月額料金および料金月に係るその他料金

を当社に支払うものとします。 
 
第9条（会員情報の取り扱い） 
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BIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員は、当社が「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」およびフレッツ光のIPv6サー

ビスを提供する目的で、NTT東日本またはNTT西日本から以下各号所定の事項の通知を受けることを、承諾していただきま

す。 
  (1) フレッツ光等の申込の手続きの処理状況 
  (2) フレッツ光等の利用料金と利用明細（回線終端装置利用料等や付加サービス利用料も含む） 
  (3) フレッツ光等契約の変更に係る事実（廃止、移転等）（ただし、その内容を含まない） 

(4) フレッツ光契約の回線を特定するために必要な事項 
2 BIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員には、当社がフレッツ光の IPv6サービスの契約に係わる申し込みの手続きを代行

する目的で、その申し込みに際して取得したフレッツ光の回線情報、氏名、電話番号を日本ネットワークイネイブラー株式会

社に対し提供することを承諾していただきます。 
 
第10条（「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の変更または廃止） 

当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法によりBIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員に通知することにより、

「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」を変更または廃止することがあります。 
2 当社は、前項による「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の変更または廃止に起因してBIGLOBEオフィス光 with フレ

ッツ会員に損害等が生じても、何ら責任を負いません。 
 
第11条（新規申込の受付終了） 

「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の新規申込の受付は、平成21年11月30日をもって終了したものとし、当社は、平成

21年12月1日以降の「BIGLOBEオフィス光 with フレッツ」の新規申込の受付はいたしません。ただし、当社が別に定める

申込方法による受付は除きます。 
  
 
附 則 

この特約は、平成26年12月1日から実施します。 
 
 
別表1 料金表 
1．月額料金： 
1-1：BIGLOBEオフィス光 with フレッツ月額料金： 
1-1-1 フレッツ光等がNTT東日本の提供に係る場合： 

フレッツ光等の 
タイプ名 

フレッツ光等の 
配線方式 

BIGLOBEの 
コース名 

料金額（税別） 

Bフレッツ  
ニューファミリータイプ 

－ 

総合コース 

６，４００円（税別）／月

Bフレッツ  
ハイパーファミリータイプ 

－ ６，４００円（税別）／月

Bフレッツ  
マンションタイプ ミニ 

VDSL方式、 
またはPNA方式 ４，５００円（税別）／月

LAN配線方式 ４，１５０円（税別）／月

Bフレッツ  
マンションタイプ ミニハイパー 

光配線方式 ４，５００円（税別）／月

Bフレッツ  
マンションタイプ プラン1 

VDSL方式、 
またはPNA方式 ４，１５０円（税別）／月

LAN配線方式 ３，８００円（税別）／月

Bフレッツ  
マンションタイプ プラン1ハイパー 

光配線方式 ４，１５０円（税別）／月

Bフレッツ  
マンションタイプ プラン2 

VDSL方式、 
またはPNA方式 ３，７５０円（税別）／月

LAN配線方式 ３，４００円（税別）／月

Bフレッツ  
マンションタイプ プラン2ハイパー 

光配線方式、 
VDSL方式、 

またはPNA方式 
３，７５０円（税別）／月
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LAN配線方式 ３，４００円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト  
ファミリータイプ 

－ ６，４００円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト  
ファミリー・ハイスピードタイプ 

－ ６，４００円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト  
マンションタイプ ミニ 

光配線方式、 
またはVDSL方式 ４，５００円（税別）／月

LAN配線方式 ４，１５０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト  
マンションタイプ プラン１ 

光配線方式、 
またはVDSL方式 ４，１５０円（税別）／月

LAN配線方式 ３，８００円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト  
マンションタイプ プラン２ 

光配線方式、 
またはVDSL方式 ３，７５０円（税別）／月

LAN配線方式 ３，４００円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト  
マンションタイプ ミニ B 

VDSL方式 ４，５００円（税別）／月

LAN配線方式 ４，１５０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト  
マンションタイプ プラン１ B 

VDSL方式 ４，１５０円（税別）／月

LAN配線方式 ３，８００円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト  
マンションタイプ プラン２ B 

VDSL方式 ３，７５０円（税別）／月

LAN配線方式 ３，４００円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト  
マンション・ハイスピードタイプ ミニ 

光配線方式 ４，５００円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト  
マンション・ハイスピードタイプ プラン１ 

光配線方式 ４，１５０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト  
マンション・ハイスピードタイプ プラン２ 

光配線方式 ３，７５０円（税別）／月

金額はすべて消費税等相当額を抜いた金額です。かかる料金額に加算する消費税等相当額は、ご利用時点の税率に基づき計算します。各料金費目の表

示金額をもとにお手元で計算された額と実際の請求額が異なることがあります。 
 
 

1-1-2： フレッツ光等がNTT西日本の提供に係る場合： 
1-1-2-1：NTT西日本の「フレッツ・あっと割引」を利用した場合： 

フレッツ光等の 
タイプ名 

フレッツ光等の 
配線方式 

BIGLOBEの 
コース名 

料金額（税別） 

Bフレッツ 
ファミリー１００タイプ  * 

－ 

総合コース 

６，１７０円（税別）／月

フレッツ・光プレミアム 
ファミリータイプ  * 

－ ６，１７０円（税別）／月

Bフレッツ 
マンションタイプ プラン1  * 

PNA方式 ３，９９０円（税別）／月

VDSL方式 
50M ３，９９０円（税別）／月

VDSL方式 
70M ４，０４０円（税別）／月

VDSL方式 
100M ４，０９０円（税別）／月

LAN方式 ３，５９０円（税別）／月

Bフレッツ 
マンションタイプ プラン2  * 

PNA方式 ３，５９０円（税別）／月

VDSL方式 
50M ３，５９０円（税別）／月

VDSL方式 
70M ３，６４０円（税別）／月

VDSL方式 
100M ３，６９０円（税別）／月
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LAN方式 ３，１９０円（税別）／月

Bフレッツ 
ワイヤレスファミリータイプ 

－ ３，８００円（税別）／月

フレッツ・光プレミアム 
マンションタイプ ミニ  * 

VDSL方式 ４，７６０円（税別）／月

フレッツ・光プレミアム 
マンションタイプ プラン1  * 

ひかり配線方式 ４，４９０円（税別）／月

VDSL方式 ４，１９０円（税別）／月

LAN方式 ３，９９０円（税別）／月

フレッツ・光プレミアム 
マンションタイプ プラン2  * 

ひかり配線方式 ４，０９０円（税別）／月

VDSL方式 ３，７９０円（税別）／月

LAN方式 ３，５９０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
ファミリータイプ  * 

－ ６，１７０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
ファミリー・ハイスピードタイプ  * 

－ ６，１７０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
マンションタイプ ミニ  * 

ひかり配線方式、 
またはVDSL方式 ４，７６０円（税別）／月

LAN方式 ４，１６０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
マンションタイプ プラン１  * 

ひかり配線方式、 
またはVDSL方式 ４，１９０円（税別）／月

LAN方式 ３，５９０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
マンションタイプ プラン２  * 

ひかり配線方式、 
またはVDSL方式 ３，７９０円（税別）／月

LAN方式 ３，１９０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピードタイプ ミニ  * 

ひかり配線方式 ４，７６０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピードタイプ プラン１  

* 
ひかり配線方式 ４，１９０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピードタイプ プラン２  

* 
ひかり配線方式 ３，７９０円（税別）／月

金額はすべて消費税等相当額を抜いた金額です。かかる料金額に加算する消費税等相当額は、ご利用時点の税率に基づき計算します。各料金費目の表

示金額をもとにお手元で計算された額と実際の請求額が異なることがあります。 
* マンション・ビル等において、NTT西日本が設置した構内光ケーブルをご利用いただく場合は、屋内配線利用料として８００円（税別）/月が加算

される場合があります。 
 

1-1-2-2： NTT西日本の「フレッツ・あっと割引」を利用しない場合 
フレッツ光等の 

タイプ名 
フレッツ光等の 

配線方式 
BIGLOBEの 
コース名 

料金額（税別） 

Bフレッツ 
ファミリー１００タイプ  * 

－ 

総合コース 

６，６００円（税別）／月

フレッツ・光プレミアム 
ファミリータイプ  * 

－ ６，６００円（税別）／月

Bフレッツ 
マンションタイプ プラン1  * 

PNA方式 ４，３００円（税別）／月

VDSL方式 
50M ４，３００円（税別）／月

VDSL方式 
70M ４，３５０円（税別）／月

VDSL方式 
100M ４，４００円（税別）／月

LAN方式 ３，９００円（税別）／月

Bフレッツ PNA方式 ３，８５０円（税別）／月
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マンションタイプ プラン2  * VDSL方式 
50M ３，８５０円（税別）／月

VDSL方式 
70M ３，９００円（税別）／月

VDSL方式 
100M ３，９５０円（税別）／月

LAN方式 ３，４５０円（税別）／月

Bフレッツ 
ワイヤレスファミリータイプ 

－ ４，１５０円（税別）／月

フレッツ・光プレミアム 
マンションタイプ ミニ  * 

VDSL方式 ５，１５０円（税別）／月

フレッツ・光プレミアム 
マンションタイプ プラン1  * 

ひかり配線方式 ４，８００円（税別）／月

VDSL方式 ４，５００円（税別）／月

LAN方式 ４，３００円（税別）／月

フレッツ・光プレミアム 
マンションタイプ プラン2  * 

ひかり配線方式 ４，３５０円（税別）／月

VDSL方式 ４，０５０円（税別）／月

LAN方式 ３，８５０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
ファミリータイプ  * 

－ ６，６００円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
ファミリー・ハイスピードタイプ  * 

－ ６，６００円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
マンションタイプ ミニ  * 

ひかり配線方式、 
またはVDSL方式 ５，１５０円（税別）／月

LAN方式 ４，５５０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
マンションタイプ プラン１  * 

ひかり配線方式、 
またはVDSL方式 ４，５００円（税別）／月

LAN方式 ３，９００円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
マンションタイプ プラン２  * 

ひかり配線方式、 
またはVDSL方式 ４，０５０円（税別）／月

LAN方式 ３，４５０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピードタイプ ミニ  * 

ひかり配線方式 ５，１５０円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピードタイプ プラン１  

* 
ひかり配線方式 ４，５００円（税別）／月

フレッツ 光ネクスト 
マンション・ハイスピードタイプ プラン２  

* 
ひかり配線方式 ４，０５０円（税別）／月

金額はすべて消費税等相当額を抜いた金額です。かかる料金額に加算する消費税等相当額は、ご利用時点の税率に基づき計算します。各料金費目の表

示金額をもとにお手元で計算された額と実際の請求額が異なることがあります。 
* マンション・ビル等において、NTT西日本が設置した構内光ケーブルをご利用いただく場合は、屋内配線利用料として８００円（税別）/月が加算

される場合があります。 
 
 

1-2：その他料金： 
 
 

1-2-1 フレッツ光等がNTT西日本の提供に係る場合： 
フレッツ光等のタイプ名  料金の名称 料金額（税別） 

Bフレッツ 
ワイヤレスファミリータイプ 

回線終端装置利用料 １，３００円（税別）／月 

なお、これら以外の料金については、NTT西日本約款によります。これら以外の一部料金については、BIGLOBEオフィス光 with フレッツ会員が

直接NTT西日本に支払うものもあります。 
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以 上 
 

（参考） フレッツ光等に係るNTT東日本／NTT西日本料金表 
1．フレッツ光等に係る初期費用： 
1-1： フレッツ光等がNTT東日本の提供に係る場合： 

フレッツ光等に係る契約料および工事費等については、NTT東日本約款によります。これらの料金に適用される値

引き、割引等の特典はNTT東日本が実施している内容に準じます。工事費は工事の内容によって、別途費用が発生

する場合があります。 
1-2： フレッツ光等がNTT西日本の提供に係る場合： 

フレッツ光等に係る契約料および工事費等については、NTT西日本約款によります。これらの料金に適用される値

引き、割引等の特典はNTT西日本が実施している内容に準じます。工事費は工事の内容によって、別途費用が発生

する場合があります。 
 

以 上 
 

 


