
コーラルネットひかり電話 料金表

コーラルネットひかり電話 工事費

※1 光アクセス回線と同時に工事する場合は無料です。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。

※2 コーラルネットひかり電話と同時に工事する場合は無料です。

※3 加入電話等を利用休止して、同一番号をひかり電話でご利用される場合の費用です。別途、加入電話等の「利用休止工事費：1,100円／および基本工事費1,100円」が契約者回線単位で必要となります。

※4 無線LAN対応の場合、無線LANカード（親機）に係る工事費を含みます。

※5 光アクセスサービスの回線終端装置工事と同時に工事する場合は無料です。お客様の設備状況によっては、工事費が変更となる場合があります。

※6 光アクセス（マンションタイプ LAN配線方式を除く）の回線終端装置等工事と同時に工事する場合は無料となる場合があります。

1,650円 1装置ごと

設定 1,100円 1装置ごと

機器工事費

コーラルネットひかり電話対応ホームゲートウェイ（一体型）
無線LAN対応/非対応 ※4

設置 ※5 1,650円 1装置ごと

設定 1,100円 1装置ごと

コーラルネットひかり電話対応ホームゲートウェイ（単体型）
無線LAN対応/非対応 ※4

設置 ※6

カスタマコントロール機能 1,100円
1フリーアクセス・ひ
かりワイド番号ごと

特定番号通知機能 1,100円 1番号ごと

フリー電話
オプション

機能

発信地域振分機能

受付先変更機能 1,100円 1受付先変更ごと

時間外案内機能 1,100円 1番号ごと

1,100円
1フリーアクセス・ひ
かりワイド番号ごと

話中時迂回機能 1,100円 1迂回グループごと

着信振分接続機能 1,100円 1振分グループごと

ひかり電話♯ダイヤル 1,100円 1♯ダイヤル番号ごと

フリー電話（基本機能） 1,100円
1フリーアクセス・ひ
かりワイド番号ごと

データコネクト 1,100円 1利用者回線ごと

同番移行 ※3 2,200円 1番号ごと

付加
サービス

発信者番号通知 ※2 1,100円 1利用者回線ごと

テレビ電話 1,100円 1利用者回線ごと

高音質電話 1,100円 1利用者回線ごと

マイナンバー ※2 770円 1番号ごと

ダブルチャネル ※2 1,100円 1利用者回線ごと

着信お知らせメール ※2 1,100円 1番号ごと

FAXお知らせメール ※2 1,100円 1番号ごと

通話中着信 ※2 1,100円 1利用者回線ごと

迷惑電話ブロック ※2 1,100円
1利用者回線または

1番号ごと

ナンバー・リクエスト ※2 1,100円 1利用者回線ごと

転送電話 ※2 1,100円 1番号ごと

交換機等工事費

基本機能 1,100円 1利用者回線ごと

発信者電話番号通知・非通知の変更 ※2 770円 1番号ごと

コーラルネットひかり電話α（アルファ） ※2 1,100円 1利用者回線ごと

区分 料金 単位

基本工事費 ※1

工事担当者がお伺いする場合 4,950円

1工事ごと

工事担当者がお伺いしない場合 1,100円
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コーラルネットひかり電話 月額利用料

※1 コーラルネットひかり電話基本タイプに、日割りはありません。

※2 コーラルネットひかり電話α（アルファ）は、月額料金内で①発信者番号通知、②ナンバー・リクエスト、③通話中着信、④迷惑電話ブロック、
      ⑤着信お知らせメール、⑥転送電話のサービスをご利用いただけます。

※2 コーラルネットひかり電話α（アルファ）は、月額料金で「422.4円分（最大3時間相当）（日割りなし）」の通話がご利用いただけます。
      余った通話分は、翌月に繰越できますが、翌月に使いきらなかった場合及び、プランの変更、ひかり電話契約の解除の場合は、
      繰り越した通話分は無効となります。月額基本料に含まれる通話料分の通話対象は、NTT東西の加入電話・INSネット（電話サービス）
      ・ひかり電話（データコネクト（データ通信）へのデータ通信は除く）・他社一般加入電話・他社IP電話（050番号への通話は除く）のみとなります。

※ コーラルネットひかり電話のご利用には、ホームゲートウェイのご利用が必要です。ホームゲートウェイ（無線LANカードなし）は無償でご利用いただけます。

※ 上記月額料金に加え、1電話番号ごとに「ユニバーサルサービス料」と「電話リレーサービス料」が必要となります。

コーラルネットひかり電話 通話料・通信料

※1 距離によって料金が異なります。

※ コーラルネットひかり電話α（アルファ）は、月額料金で「422.4円分（最大3時間相当）（日割りなし）」の通話がご利用いただけます。
     余った通話分は、翌月に繰越できますが、翌月に使いきらなかった場合及び、プランの変更、ひかり電話契約の解除の場合は、
     繰り越した通話分は無効となります。月額基本料に含まれる通話料分の通話対象は、NTT東西の加入電話・INSネット（電話サービス）
     ・ひかり電話（データコネクト（データ通信）へのデータ通信は除く）・他社一般加入電話・他社IP電話（050番号への通話は除く）のみとなります。

機器レンタル 利用料

※ コーラルネットひかり電話のご利用には、機器レンタルが必須となります。

※ 無線LANカードを追加する場合、月額110円がかかります。

機器名 月額料金 備考

ホームゲートウェイ（無線LANカードなし） 330円 / 1台
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

【グループB】
株式会社ＳＴＮｅｔ 株式会社Qtnet
株式会社オプテージ ソフトバンク株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社
楽天モバイル株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

9.24円/3分

【グループC】
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社ＮＴＴドコモ
ＫＤＤＩ株式会社 ＺＩＰ Telecom株式会社
アルテリア・ネットワーク株式会社 Coltテクノロジーサービス株式会社
株式会社アイ・ピー・エス 株式会社コムスクエア

9.50円/3分

国際通話 例：アメリカ合衆国への通話（本土への通話）
7.2円/60秒

（国際通話の料金は、消費税は不要です）

タイプ 料金

国内通話・通信

ひかり電話への通話
NTT西日本/NTT東日本の加入電話、INSネットへの通話及び117（時報）等への通話
他社固定電話への通話

7.04円/3分

携帯電話
への通話

株式会社ＮＴＴドコモ 沖縄セルラー電話株式会社 ＫＤＤＩ株式会社
ソフトバンク株式会社 楽天モバイル株式会社

14.08円/60秒

他社IP電話
（050番号）
への通話

【グループA】
該当なし

コーラルネットひかり電話 基本タイプ※1 550円 1利用回線ごと

コーラルネットひかり電話 α（アルファ）※2 1,430円 1利用回線ごと

タイプ 月額料金 単位
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コーラルネットひかり電話 オプションサービス 月額利用料

※1 コーラルネットひかり電話α（アルファ）の場合、当該オプションサービスが月額利用料に含まれます。

コーラルネットひかり電話 フリー電話 利用料

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。

特定番号通知機能 110円 1番号ごと

時間外案内機能 715円 1番号ごと

カスタマーコントロール機能 無料 1フリー電話番号ごと

着信振分接続機能 770円 1振分グループごと

受付先変更機能 1,100円 1受付先変更ごと

フリー電話
オプション機能

複数回線管理機能 1,100円 1フリー電話番号ごと

発信地域振分機能 385円 1フリー電話番号ごと

話中時迂回機能 880円 1迂回グループごと

「フリー電話」は、「0120-×××」の10桁、または「0800-×××」の11桁の番号をダイヤルすることにより、お客様が指定した電話番号へ接続させ、
発信通話料金を着信側でご負担いただくサービスです。

サービス名 月額料金 単位

フリー電話（基本機能） 1,100円 1フリー電話番号ごと

マイナンバー 110円 1番号ごと ひかり電話1契約で、複数の電話番号（最大5電話番号）を利用
が可能です。

ダブルチャネル 220円 1チャネルごと ひかり電話1契約で、同時に複数の（2ch）の通話利用が可能で
す。

着信お知らせメール ※1 110円 1番号ごと ひかり電話への着信情報を、指定のメールアドレス（最大5か
所）に通知します。

FAXお知らせメール 110円 1番号ごと お客様の代わりにFAXを受信してお預かりし、受信情報を指定
のメールアドレス（最大5か所）にメールにて通知します。

転送電話 ※1 550円 1番号ごと
かかってきた通話を他の電話番号へ転送します。また、発信者
の電話番号に応じて転送するか、着信させるか選択が可能で
す。

迷惑電話ブロック ※1 220円
1利用回線ごとまたは

1番号ごと
迷惑電話を受けた直後に登録操作を行うことにより、同じ電話
番号からの着信を拒否します。最大30個の登録が可能です。

ナンバー・リクエスト ※1 220円 1利用回線ごと 非通知で着信があった場合、着信を拒否します。発信者へは発
信電話番号の通知を促すガイダンスを流します。

通話中着信 ※1 330円 1利用回線ごと 通話中に着信があった場合、着信通知音を流し、通話を保留に
したまま第三者との通話が可能となります。

サービス名 月額料金 単位 サービス内容

発信者番号通知 ※1 440円 1利用回線ごと 発信者から通知された電話番号を表示します。
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