
別紙 料金表【通 則】
第 1 条（料金の計算方法等）

第 2 条（端数処理）

第 3 条（料金等の支払い）

第 4 条（料金の一括後払い）

第 5 条（前受金）

第 6 条（消費税）

当社は、当社が請求することとなる料金また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。
尚、前受金には利息を付さないこととします。

この約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、
すべて消費税込み（税率10％）となります。

1.本サービスの料金およ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、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月（暦月の起算日（当社が本サービス利用契
約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます）から次の暦月の起算日の前日までの期間をいい、以下同じとします）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計算します。
3.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。

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。

契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で支払うものとしま
す。

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。



別紙 料金表
■月額利用料

備考
1. 本サービスには、次表に規定する通信速度種別に係る品目があります。

2. 接続方式に係る品目には光配線方式、ＬＡＮ方式及びＶＤＳＬ方式があります。
3.

4.

5.

6. プラス１パックは以下の中から1チャンネルを選択できます。

■オプションサービス

■工事費
(1)新規開通工事

プロバイダ有無 契約プランタイプ
定期契約

期間
月額利用料

プロバイダあり　プラン YOU光 withNTT東日本
戸建プラン ２年 5,445 円

集合プラン ２年 4,235 円

プロバイダなし　プラン YOU光 withNTT東日本
戸建プラン ２年 4,895 円

集合プラン ２年 3,685 円

プロバイダあり　プラン
YOU光 withNTT東日本

スーパーデラックスパック※

戸建プラン ２年 10,615 円

集合プラン ２年 9,405 円

円

集合プラン ２年 6,325 円

プロバイダあり　プラン
YOU光 withNTT東日本
デラックスパック※

戸建プラン ２年 9,515 円

集合プラン ２年 8,305 円

種　類 内　容

１Ｇタイプ
２００Ｍタイプ及び１００Ｍタイプ以外のものであって、最大１Ｇｂ／ｓまでの
符号伝送が可能なもの

２００Ｍタイプ
１００Ｍタイプ以外のものであって、最大２００Ｍｂ／ｓまでの符号伝送が可能
なもの

プロバイダあり　プラン
YOU光 withNTT東日本
プラス１パック※

戸建プラン ２年 7,535

HGWレンタル 330 円 機器損害金（非課税） 11,000 円

１００Ｍタイプ 最大１００Ｍｂ／ｓまでの符号伝送が可能なもの

プロバイダなしプランの場合でインターネットに接続するためには、契約者は別途インターネット接続サービスを提供する事業者
との契約が必要です。

ＹＯＵ光withNTT東日本プラス1パックならびにデラックスパック、スーパーデラックスパックの放送サービスを利用する場合は、
当社が別に定める放送サービス加入約款に同意していただきます。

日本放送協会（ＮＨＫ）の定めによるテレビジョン受信料（衛星放送受信料を含みます）は、当社が設定した利用料には含まれて
おりません。

①WOWOWプラス　②日本映画専門チャンネル　③時代劇専門チャンネル　④V☆パラダイス
⑤アジアドラマチックTV★　⑥テレ朝チャンネル1　⑦テレ朝チャンネル2　⑧ＴＢＳチャンネル1
⑨ＴＢＳチャンネル2　⑩ディズニー・チャンネル　⑪ディズニージュニア　⑫TBS NEWS
⑬ＫＢＳ Ｗｏｒｌｄ　⑭アニマックス

※

ASPサービス 330 円

・netyouメールアドレス5アカウント
・メーリングリスト2アカウント
・メールウィルススキャン
・ホームページアカウント/容量（1個/100MB）

メールアカウント追加 330 円 標準5個を超えるアカウント1個につき

１ギガ対応無線LAN ルータ 440 円 機器損害金（非課税） 11,000 円

ホームページ容量追加 330 円 標準100MBを超える50MBにつき

迷惑メールスキャンサービス 220 円 メールアカウント1個につき

メーリングリストアカウント追加 330 円 標準2個を超えるアカウント1個につき

ホームページアカウント追加 330 円 標準1個を超えるURL1個につき

工事区分 工事費

工事担当者訪問あり

屋内配線新設あり
戸建 19,800 円

集合 16,500 円

工事担当者訪問なし
戸建 2,200 円

集合 2,200 円

屋内配線新設なし
戸建 8,360 円

集合 8,360 円

ＹＯＵ光withNTT東日本プラス1パックならびにデラックスパック、スーパーデラックスパックは、新規申込み及び販売を終了しています。



(2)移転工事

(3) 品目変更工事

※

(4) 無線ＬＡＮルータ設置工事費

(5) 割増工事費

円を加算して適用します。

その工事に関する工事費の合計額から 円を差し引いて
1.3倍を乗じた額に 円を加算した額。

その工事に関する工事費の合計額から 円を差し引いて
1.6倍を乗じた額に 円を加算した額。

■定期契約に係る解約金

■手続きに関する料金

※

工事区分 工事費

工事担当者訪問あり

屋内配線新設あり
戸建 9,900 円

集合 8,250 円

工事担当者訪問なし
戸建 2,200 円

集合 2,200 円

屋内配線新設なし
戸建 7,150 円

集合 7,150 円

「光配線方式」と「VDSL方式」間での変更 16,500 円

「フレッツ光ネクスト ビジネスタイプ」からYOU光withNTT東日本の光回線への変更※ 8,360 円

工事区分 工事費

「集合」から「戸建」への変更 19,800 円

「戸建」から「集合」への変更 16,500 円

「フレッツ光ライト」からYOU光withNTT東日本の光回線への変更 8,360 円

「100Mまたは200M」と「1G」との変更
工事担当者訪問あり 8,360 円

工事担当者訪問なし 2,200 円

１ギガ対応無線LAN ルータ １台ごとに 11,000 円

工事区分 割増工事費

区分 単位 金額
１ギガ対応無線LAN ルータ(N) １台ごとに 11,000 円

1,100

定期契約に係る解約金 １契約ごとに 10,450 円

区分 単位 金額

土日祝日の
割増工事費

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3日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。）に工事を行ってほしい旨の申出があった場合で
あって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に

3,300

平日夜間加算の
割増工事費

午後5時から午後10時まで
（1月1日から1月3日まで及び12月29日から
12月31日までの日にあっては、午前8時30分
から午後10時までとします。）

1,100
1,100

午後10時から翌日の午前8時30分まで
1,100

円

契約事務手数料
新規 １契約ごとに 3,300 円

転用 １契約ごとに 3,300 円

ver.0.0.7

ＹＯＵ光withNTT東日本プラス1パックは、新規申込み及び販売を終了しています。

ＹＯＵ光withNTT東日本プラス1パックは、新規申込み及び販売を終了しています。

各種パスワード再発行手数料 １契約ごとに 1,100 円

移転事務手数料 １契約ごとに 移転事務手数料実費

決済方法変更 １契約ごとに 無料

ＹＯＵ光withNTT東日本プラス１パックのチャンネル変更※ １契約ごとに 2,200 円

名義変更（相続・親族）手数料 １契約ごとに 無料

上記を除く譲渡等の場合 １契約ごとに 11,000


