
コーラルネット光 料金表

契約事務手数料（西日本エリア・東日本エリア）

※ 事業者変更または事業者変更キャンセルの場合も上記金額がかかります。

新規工事費（西日本エリア） ※2021年5月17日以降お申込み分

※1 本工事に含まれる工事内容は、以下のとおりです。
      ①基本工事、②交換機等工事、③屋内配線工事、④回線終端装置工事、⑤機器工事

※2 分割払いによる1円未満の端数がある場合は、最終月にて調整額を請求させていただきます。

※3 本工事に含まれる工事内容は、①基本工事、②交換機等工事です。

※ 上記金額は代表的な工事費用です。お客様のお申し込み内容、設備状況によって工事費用が異なる場合がありますので、ご了承ください。

※ 分割払いは上記の光アクセスサービスに係る新規開通工事費（工事担当者がお伺いしない場合の２，２００円を除く）のみが対象となります。

※ 解約等で回線を廃止される場合、工事費残額は一括払いにてお支払いいただきます。ご了承ください。

※ 休日の工事や時刻指定をした場合、別途加算額が発生いたします。詳細は、料金表の最終ページをご確認ください。

月額利用料金（西日本エリア）

※1 24ヶ月以内での変更・解約の場合は違約金3,400円(不課税)をお支払いいただきます。25ヶ月以降は変更・解約による違約金はありません。

※ 上記料金のほかに、別途機器使用料がかかります。

サービス名称 契約事務手数料

コーラルネット光ファミリー（戸建向け）

2,200円

コーラルネット光マンション（集合住宅向け）

工事内容 料金（分割払い）※2

工事担当者が
お伺いする場合※1

ファミリー
（戸建向け）

下記以外の場合 19,800円を24回分割払い

光コンセント有りの場合  8,360円を24回分割払い

マンション
（集合住宅向け）

VDSL方式
16,500円を24回分割払い

ひかり配線方式
下記以外の場合

光コンセント有り
の場合

8,360円を24回分割払い
LAN方式

工事内容 料金（一括払い）

プラン名

工事担当者が
お伺いしない場合※3

ファミリー
（戸建向け）

2,200円

マンション
（集合住宅向け）

スペシャル
長割プラン

コーラルネット光ファミリー1G
コーラルネット光ファミリー200M
コーラルネット光ファミリー100M

0円 ※1 4,840円 ※1 4,840円

サービス名
月額利用料金

初月 24ヶ月まで 25ヶ月以降

コーラルネット光マンション1G
コーラルネット光マンション200M
コーラルネット光マンション100M

0円 ※1 3,740円 ※1 3,740円

標準プラン

コーラルネット光ファミリー1G
コーラルネット光ファミリー200M
コーラルネット光ファミリー100M

0円 5,610円 5,610円

コーラルネット光マンション1G
コーラルネット光マンション200M
コーラルネット光マンション100M

0円 4,510円 4,510円
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コーラルネット光 料金表

新規工事費（東日本エリア） ※2021年5月17日以降お申込み分

※1 工事費は税計算後に分割を実施します。

※1 分割払いは以下工事費用が対象となります。

※1 分割払いによる1円未満の端数がある場合は、最終月にて調整額を請求させていただきます。

※ 上記金額は代表的な工事費用です。お客様のお申し込み内容、設備状況によって工事費用が異なる場合がありますので、ご了承ください。

※ 解約等で回線を廃止される場合、工事費残額は一括払いにてお支払いいただきます。ご了承ください。

※ 休日の工事や時刻指定をした場合、別途加算額が発生いたします。詳細は、料金表の最終ページをご確認ください。

月額利用料金（東日本エリア）

※1 24ヶ月以内での変更・解約の場合は違約金3,400円(不課税)をお支払いいただきます。25ヶ月以降は変更・解約による違約金はありません。

※ 上記料金のほかに、別途機器使用料がかかります。

機器レンタル利用料（西日本エリア・東日本エリア）

※ コーラルネット光のご利用には、機器レンタルが必須となります。ただし、お客様のご契約内容によっては上記レンタル料金が発生しない場合があります。

※ 無線LANカードを追加する場合、月額 110円がかかります。

ファミリー
（戸建向け）

下記以外の場合

下記以外の場合

光コンセント有り
の場合

8,360円を24回分割払い

工事内容 料金（分割払い※1）

工事担当者が
お伺いする場合

2,200円

0円

マンション
（集合住宅向け）

19,800円を24回分割払い

光コンセント有りの場合  8,360円を24回分割払い

マンション
（集合住宅向け）

VDSL方式
16,500円を24回分割払い

光配線方式

プラン名

コーラルネット光ファミリー1G
コーラルネット光ファミリー200M
コーラルネット光ファミリー100M

4,510円

備考

LAN配線方式

      ①基本工事費（加算額含む）、②交換機等工事費、③回線終端装置工事費（屋内配線部分、回線終端装置部分）、
      ④VDSL機器工事費、配線ルート構築工事費

工事内容 料金（一括払い）

工事担当者が
お伺いしない場合

ファミリー
（戸建向け）

0円 ※1

初月 24ヶ月まで

機器名

3,740円 ※1 3,740円

5,610円

コーラルネット光マンション1G
コーラルネット光マンション200M
コーラルネット光マンション100M

4,510円

コーラルネット光マンション1G
コーラルネット光マンション200M
コーラルネット光マンション100M

0円 ※1

0円

標準プラン

月額料金

5,610円

月額利用料金

25ヶ月以降
サービス名

4,840円4,840円 ※1

コーラルネットひかり電話をご契約の場合は無償で
ご利用いただけます

330円 / 1台ホームゲートウェイ（無線LANカードなし）

スペシャル
長割プラン

コーラルネット光ファミリー1G
コーラルネット光ファミリー200M
コーラルネット光ファミリー100M
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コーラルネット光 料金表

品目変更工事費 （西日本エリア）
（コーラルネット光への転用と同時に品目変更される場合）

※ 上記金額は代表的な工事費用です。お客様のお申し込み内容、設備状況によって工事費用が異なる場合がありますので、ご了承ください。

※ ファミリータイプ、マンションタイプ間の品目変更および、マンションタイプにおける品目変更に伴う、ひかり電話の工事費は別途1,100円が必要です。

※ 休日の工事や時刻指定をした場合、別途加算額が発生いたします。詳細は、料金表の最終ページの「工事費における加算額について」をご確認ください。

品目変更工事費 （西日本エリア）
（コーラルネット光の各回線の品目変更）

※ 上記金額は代表的な工事費用です。お客様のお申し込み内容、設備状況によって工事費用が異なる場合がありますので、ご了承ください。

※ ファミリータイプ、マンションタイプ間の品目変更および、マンションタイプにおける品目変更に伴う、ひかり電話の工事費は別途1,100円が必要です。

※ 休日の工事や時刻指定をした場合、別途加算額が発生いたします。詳細は、料金表の最終ページの「工事費における加算額について」をご確認ください。

転用後

コーラルネット光

ファミリータイプ マンションタイプ

1Ｇ 200Ｍ 100Ｍ

1Ｇ 200Ｍ 100Ｍ

ひかり配線方式 ＶＤＳＬ方式 ＬＡＮ配線方式

転用前

フレッツ光
ネクスト

ファミリー
タイプ

ファミリー・スーパー
ハイスピードタイプ隼

            無派遣

派遣 16,500円

派遣 8,360円

ファミリー・ハイスピードタイプ
無派遣

 2,200円

ファミリータイプ 2,200円

マンション・スー
パーハイスピー
ドタイプ隼

ひかり配線方式

派遣 19,800円

ＶＤＳＬ方式

無派遣

LAN配線方式

マンション・
ハイスピード
タイプ     無派遣

2,200円

マンション
タイプ

     2,200円

ひかり配線方式 派遣 19,800円 無派遣 2,200円

ビジネスタイプ 派遣 8,360円

フレッツ光ライトプラス
無派遣 2,200円

フレッツ光
ライト

派遣 16,500円

変更後

コーラルネット光

ファミリータイプ マンションタイプ

1Ｇ 200Ｍ

マンション
タイプ

マンションタイプ

100Ｍ

1Ｇ 200Ｍ 100Ｍ

光配線方式 ＶＤＳＬ方式 ＬＡＮ配線方式

派遣 8,360円
ファミリータイプ

変更前 コーラルネット光

ファミリー
タイプ

1Ｇ             無派遣

マンション
タイプ

1Ｇ

光配線方式

派遣 16,500円

派遣 16,500円

派遣 8,360円

200Ｍ
無派遣

 2,200円

100Ｍ 2,200円

無派遣

200Ｍ
無派遣

2,200円

100Ｍ

2,200円

派遣 16,500円

LAN配線方式 派遣 16,500円

派遣 19,800円

VDSL方式
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コーラルネット光 料金表

品目変更工事費 （東日本エリア）  

（コーラルネット光への転用と同時に品目変更される場合）

※ 上記金額は代表的な工事費用です。お客様のお申し込み内容、設備状況によって工事費用が異なる場合がありますので、ご了承ください。

※ ファミリータイプ、マンションタイプ間の品目変更および、マンションタイプにおける品目変更に伴う、ひかり電話の工事費は別途1,100円が必要です。

※ 休日の工事や時刻指定をした場合、別途加算額が発生いたします。詳細は、料金表の最終ページの「工事費における加算額について」をご確認ください。

品目変更工事費 （東日本エリア）
（コーラルネット光の各回線の品目変更）

※ 上記金額は代表的な工事費用です。お客様のお申し込み内容、設備状況によって工事費用が異なる場合がありますので、ご了承ください。

※ ファミリータイプ、マンションタイプ間の品目変更および、マンションタイプにおける品目変更に伴う、ひかり電話の工事費は別途1,100円が必要です。

※ 休日の工事や時刻指定をした場合、別途加算額が発生いたします。詳細は、料金表の最終ページの「工事費における加算額について」をご確認ください。

転用後

コーラルネット光

ファミリータイプ マンションタイプ

1Ｇ 200Ｍ 100Ｍ

1Ｇ 200Ｍ 100Ｍ

光配線方式 ＶＤＳＬ方式 ＬＡＮ配線方式

転用前

フレッツ光
ネクスト

ファミリー
タイプ

ファミリー・ギガラインタイプ             無派遣

マンション
タイプ

マンション・
ギガライン
タイプ

光配線方式

派遣 19,800円

派遣 16,500円

マンション・
ハイスピード
タイプ 無派遣

派遣 8,360円

ファミリー・ハイスピードタイプ
無派遣

 2,200円

ファミリータイプ  2,200円

無派遣

2,200円

マンション
タイプ

2,200円

VDSL方式

派遣 16,500円
LAN配線方式

派遣 16,500円

ビジネスタイプ
派遣 8,360円

派遣 16,500円

無派遣 2,200円

フレッツ光ライトプラス 無派遣 2,200円 派遣 16,500円

ファミリー・ギガスマートタイプ
光配線方式

無派遣 2,200円

派遣 8,360円

マンション・ギガスマートタイプ 派遣 19,800円 無派遣 2,200円

プライオ10

プライオ1

フレッツ光
ライト

ファミリータイプ 無派遣 2,200円 派遣 16,500円

マンションタイプ 光配線方式 派遣 19,800円 無派遣 2,200円

Ｂフレッツ

ニューファミリータイプ

派遣 19,800円 派遣 16,500円ベーシックタイプ

ビジネスタイプ

変更後

コーラルネット光

ファミリータイプ マンションタイプ

1Ｇ 200Ｍ 100Ｍ

1Ｇ 200Ｍ 100Ｍ

光配線方式 ＶＤＳＬ方式 ＬＡＮ配線方式

変更前 コーラルネット光

ファミリー
タイプ

1Ｇ             無派遣

派遣 16,500円

派遣 16,500円

派遣 8,360円

200Ｍ
無派遣

  2,200円

100Ｍ

 2,200円

 2,200円

マンション
タイプ

1Ｇ

光配線方式

派遣 19,800円

VDSL方式

無派遣

200Ｍ
無派遣

 2,200円

100Ｍ

LAN配線方式 派遣 16,500円

派遣 16,500円
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コーラルネット光 料金表

移転工事費（西日本エリア/東日本エリア）

※ 上記金額は代表的な工事費用です。お客様のお申し込み内容、設備状況によって工事費用が異なる場合がありますので、ご了承ください。

※ 休日の工事や時刻指定をした場合、別途加算額が発生いたします。詳細は、「工事費における加算額について」をご確認ください。

※ ひかり電話、光テレビ等をご契約中のお客様の移転については、ひかり電話、光テレビ等の新設時と同等の工事費が必要となります。

工事費における加算額について

その他

※ 一部、当料金表には掲載されないサービスがございます。
    その他、サービスによってはコーラルネットとのご契約ではなくNTT東西とのご契約（および請求）となる場合がございます。

タイプ 工事内容 料金

ファミリータイプ

工事担当者が
お伺いする場合

住宅内の配線設備を新設または一部を利用し
配線ルートを変更する場合

19,800円

住宅内の配線設備を再利用する場合 8,360円

マンションタイプ

工事担当者が
お伺いする場合

ひかり配線方
式

住宅内の配線設備を新設または一部
を利用し配線ルートを変更する場合

16,500円

住宅内の配線設備を再利用する場合 8,360円

ＶＤＳＬ方式 16,500円

ＬＡＮ配線方式 8,360円

工事担当者がお伺いしない場合 2,200円

工事担当者がお伺いしない場合 2,200円

各種工事費における、加算額の扱いについては、以下のとおりです。
なお、加算額については、分割払いの対象外となります。

① 時刻指定工事（１時間ごとに設定可能）をご希望される場合、時刻指定工事費を加算した金額を請求いたします。
・９:００～１６:００の場合、１２，１００円
・１７:００～２１:００の場合、２２，０００円
・２２:００～翌８:００の場合、３３，０００円

② 夜間時間帯（１７:００から２２:００まで）および年末年始（１２月２９日～１月３日は８:３０から２２:００まで）
に工事を実施する場合、工事費の合計額※1（時刻指定工事費、土休日割増工事費、工事進捗管理サポートを除く）から
１，１００円を差し引いて「１．３倍」した額に１，１００円を加算した金額を請求いたします。※2

③ 深夜時間帯（２２:００から翌日８:３０まで）に工事を実施する場合、工事費の合計額※1（時刻指定工事費、土休日割増
工事費、工事進捗管理サポートを除く）から１，１００円を差し引いて「１．６倍」した額に１，１００円を加算した
金額を請求いたします。※2

④ 工事費（基本工事費、交換機等工事費、時刻指定工事費、配線ルート構築工事費、夜間・深夜割増工事費、土休日割増
工事費、光ケーブル保護工事費、構内ルート調査、工事進捗管理サポート、短期開通工事費は除きます。）の合計額が
３１，９００円を超える場合は３１，９００円までごとに、「加算額:３，８５０円」が発生いたします。

⑤ 光アクセスサービスに係る工事担当者がお伺いする派遣工事の場合であって、土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に
関する法律（昭和23年法律第178号）の規定により休日とされた日）、並びに1月2日､1月3日及び12月29日から12月31日
までの日に工事を実施する場合、「割増工事費:３,３００円」を加算して請求いたします。

⑥ 短期開通工事（当日または翌日の派遣工事）をご希望される場合、通常工事費に「短期開通工事費:２２,０００円」を
加算した金額を請求いたします。
※時刻指定工事、夜間時間帯・深夜時間帯の工事との併用は不可です。

※1 工事費の割引等がある場合は、割引後の工事費の合計額を指します。
※2 「●●:●●から」は00秒を含み、「●●:●●まで」は00秒を含みません。
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