
 
1 

 

 電気通信事業者名︓ 株式会社 TOKAI コミュニケーションズ 
 登録番号︓ 第 171 号 
 連絡先︓ 0120-696927（通話料無料） 
 

TOKAI ネットワーククラブ 料⾦表（N） 
2022/7/1 現在 

 
1.フレッツ・ADSL 対応プラン 

■⽉額料⾦ 
フレッツ・ADSL 対応プラン（N） 1,958 円（税抜 1,780 円）/⽉ 

フレッツ・ADSL 対応プラン ソク割 15（N） 1,664 円（税抜 1,513 円）/⽉ 
※別途 NTT ⻄⽇本へフレッツ・ADSL 利⽤料⾦がかかります。 
※フレッツ・ADSL 利⽤料⾦およびフレッツ・ADSL 工事費は、NTT ⻄⽇本からお客様へ直接請求されます。 
※ソク割 15（N）は、年間継続利⽤をお約束いただくことで、⽉額利⽤料を 15%割引させていただきますが、1 年間の途中でフレッツ・

ADSL 対応プランソク割 15（N）を解約、または TNC を退会される場合、ソク割 15（N）解約⼿数料がかかります。 
 
■ソク割 15（N）の解約⼿数料 

解約⼿数料 1,100 円（税抜 1,000 円） 
 
 
2.TNC ヒカリ 

■初期費⽤ 
契約事務⼿数料 ファミリータイプ/マンションタイプ 3,300 円（税抜 3,000 円） 

 
■工事費…新たに光回線をお申し込み（回線新規）の方のみ 

工事区分 
派遣工事あり 

派遣工事なし 
屋内配線を新設する 屋内配線を新設しない 

ファミリータイプ 
19,800 円 

（税抜 18,000 円 
8,360 円 

（税抜 7,600 円） 
2,200 円 

（税抜 2,000 円） 

マンションタイプ 
16,500 円 

（税抜 15,000 円） 
8,360 円 

（税抜 7,600 円） 
2,200 円 

（税抜 2,000 円） 
※工事は代表的な工事費です。土休⽇工事費、夜間深夜工事費、ヒカリ電話等のオプションサービスの初期費⽤などは別途かかります。 
 
■⽉額料⾦ 

ファミリータイプ 2 年バリューパック（N） 5,610 円（税抜 5,100 円）/⽉ 
ファミリータイプ通常プラン（Ｎ）  7,040 円（税抜 6,400 円）/⽉ 

マンションタイプ 2 年バリューパック（N） 4,180 円（税抜 3,800 円）/⽉ 
マンションタイプ通常プラン（N） 5,500 円（税抜 5,000 円）/⽉ 

 
＜2 年バリューパック（N）と解除料について＞ 
「2 年バリューパック（N）」は TNC ヒカリを 24 ヵ⽉ごとの利⽤期間でご契約いただくことで⽉額利⽤料を割引させていただく制度です。お
客様からのお申し出がない限り、24 ヵ⽉ごとの契約期間にて⾃動更新となります。更新⽉以外で解約した場合、ファミリータイプは契約解
除料 3,300 円（税抜 3,000 円）、マンションタイプは契約解除料 2,200 円（税抜 2,000 円）がかかります。 
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3.フレッツ・光対応サービス 
■⽉額料⾦ 

フレッツ・光対応バリュープランファミリー（N） 1,540 円（税抜 1,400 円）/⽉ 

フレッツ・光対応バリュープランファミリー ソク割 15（N） 1,309 円（税抜 1,190 円）/⽉ 
フレッツ・光対応バリュープランマンション（N） 1,100 円（税抜 1,000 円）/⽉ 

フレッツ・光対応バリュープランマンション ソク割 15（N） 935 円（税抜 850 円）/⽉ 
フレッツ・光対応スタンダードプランファミリー（N） 2,090 円（税抜 1,900 円）/⽉ 
フレッツ・光対応スタンダードプランマンション（N） 2,090 円（税抜 1,900 円）/⽉ 

※別途 NTT ⻄⽇本へフレッツ光利⽤料⾦がかかります。 
※フレッツ光利⽤料⾦およびフレッツ光工事費は、NTT ⻄⽇本からお客様へ直接請求されます。 
※他社料⾦設定コースはフレッツ光コースでドコモの IP 通信網サービス約款に規定された料⾦となります。 
※バリュープランでダイヤルアップ接続した場合は⽉額利⽤料+従量課⾦となりますが、スタンダードプランの場合は従量料⾦はかかりませ

ん。 
※ソク割 15（N）は、年間継続利⽤をお約束いただくことで、⽉額利⽤料を 15%割引させていただきますが、1 年間の途中でフレッツ・

光対応バリュープランファミリーソク割 15（N）又はフレッツ・光対応バリュープランマンションソク割 15（N）を解約、または TNC を退
会される場合、ソク割 15（N）解約⼿数料がかかります。 

 
■ソク割 15（N）の解約⼿数料 

ファミリー 1,100 円（税抜 1,000 円） 

マンション 935 円（税抜 850 円） 
 
 
 
4.TNC ケーブルひかり 

■初期費⽤ 
TNC 初期登録⼿数料 880 円（税抜 800 円） 

TNC ケーブルひかり初期工事費 
ホームタイプ 13,200 円（税抜 12,000 円） 

マンションタイプ 6,600 円（税抜 6,000 円） 
※初期工事費は、お客様宅内へのケーブル引込工事の内容により変動する場合があります。 
 
■⽉額料⾦ 

ホームギガ速（N） 7,458 円（税抜 6,780 円）/⽉ 
ホーム（N） 7,238 円（税抜 6,580 円）/⽉ 

ホームスモールプラン（N） 6,173 円（税抜 5,612 円）/⽉ 
マンションギガ速（N） 4,730 円（税抜 4,300 円）/⽉ 

マンション（N） 4,510 円（税抜 4,100 円）/⽉ 
 
■割引サービスについて 

名称 対象 内容 割引⾦額 解約時の費用 

新約束割シングル（N） 

ホームギガ速（N） 
ホーム（N） 

ホームスモールプラン
（N） 

ご利⽤開始⽉（すでに
ご利⽤中のお客様は申
込⽇の翌⽉）より⽉額
利⽤料を 2 年間 
（24 ヶ⽉間）割引 

1,628 円 

（税抜 1,480 円） 割引適⽤開始⽉から 24 ヶ
⽉目、25 ヶ⽉目および 26
ヶ⽉目の 3 ヶ⽉間に解約さ
れた場合以外は違約⾦が
3,000 円かかります。 

新約束割ダブル（Ｎ） 
2,068 円 

（税抜 1,880 円） 

新約束割引ダブル（トーク F）（Ｎ） 
1,738 円 

（税抜（1,580 円） 
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開通サポート割引 
新たにお申し込みの
お客様 

初期費⽤分割支払い
が終了するまで初期工
事費分割⾦と同額割
引 

550 円 

（税抜 500 円） 

初期工事費分割支払いの 
残余⾦ 

継続割引（Ｎ） 
マンションタイプをお申
込みのお客様 

申込時に 24 ヶ⽉以上
の継続利⽤をご希望さ
れたお客様はご利⽤開
始からずっと割引となり
ます。 

330 円 

（税抜 300 円） 

 マンションタイプには 24 ヶ
⽉の最低利⽤期間がありま
す。24 ヶ⽉以内にご解約の
場合は違約⾦が 3,000 円 
かかります。 

新セット割 
ケーブルプラス電話を
ご利⽤のお客様 

ケーブルプラス電話基
本料より割引 

913 円 

（税抜 830 円） 
－ 

※新約束割サービスにはお申込みが必要です。 
※解約時の費⽤は、TNC 他プランへ変更する場合は発⽣しません。解約時の費⽤は不課税です。 
※お客様都合の場合の回線撤去費は（ホームタイプ 8,360 円（税抜 7,600 円）、マンションタイプ 2,090 円（税抜 1,900

円））がかかります。 
 
5.ひかり de ネット対応サービス 

■⽉額料⾦ 
ホームタイプ（N） 1,540 円（税抜 1,400 円）/⽉ 

ホームタイプ ソク割 15（N） 1,309 円（税抜 1,190 円）/⽉ 
マンションタイプ（N） 1,100 円（税抜 1,000 円）/⽉ 

マンションタイプ ソク割 15（N） 935 円（税抜 850 円）/⽉ 
※契約事務⼿数料と初期工事費は、株式会社トコちゃんねる静岡からの請求となります。 
※初期工事費は、ホームタイプ︓1,100 円（税抜 1,000 円）×24 ヵ⽉、マンションタイプ︓550 円（税抜 500 円）×12 ヵ⽉の割

賦支払いとなりますが、ひかり de ネット「開通サポート割引」により、同額が⽉額利⽤料から割引されます。 
※プロバイダサービスのご利⽤料⾦は TNC から、工事費⽤・回線サービスのご利⽤料⾦は株式会社トコちゃんねる静岡から請求されま

す。 
※ソク割 15（N）は、年間継続利⽤をお約束いただくことで、⽉額利⽤料を 15%割引させていただきますが、1 年間の途中でホームタ

イプソク割 15（N）又はマンションタイプソク割 15（N）を解約、または TNC を退会される場合、ソク割 15（N）解約⼿数料がか
かります。 

 
■ソク割 15（N）の解約⼿数料 

ホームタイプ 1,100 円（税抜 1,000 円） 

マンションタイプ 770 円（税抜 700 円） 
 
6.コミュファ光対応サービス 

■⽉額料⾦ 
コミュファ光対応プラン（ホーム）（N） 1,760 円（税抜 1,600 円）/⽉ 

コミュファ光対応プラン（ホーム） ソク割 15（N） 1,496 円（税抜 1,360 円）/⽉ 
コミュファ光対応プラン（マンション）（N） 1,320 円（税抜 1,200 円）/⽉ 

コミュファ光対応プラン（マンション） ソク割 15（N） 1,122 円（税抜 1,020 円）/⽉ 
※TNC へお支払いいただく⽉々のプロバイダ料⾦です。 
※コミュファ⽉額利⽤料につきましては、別途、中部テレコミュニケーション（CTC）より請求されます。 
※契約事務⼿数料は中部テレコミュニケーション（CTC）からの請求となります。 
※別途、中部テレコミュニケ-ション（CTC）の工事費がかかります。 
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※ソク割 15（N）は、年間継続利⽤をお約束いただくことで、⽉額利⽤料を 15%割引させていただきますが、1 年間の途中でコミュファ
光対応プラン（ホーム）ソク割 15（N）又はコミュファ光対応プラン（マンション）ソク割 15（N）を解約、または TNC を退会される
場合、ソク割 15（N）解約⼿数料がかかります。 

 
■ソク割 15（N）の解約⼿数料 

ホーム 1,100 円（税抜 1,000 円） 

マンション 770 円（税抜 700 円） 
 
 
7.モバイルプラン 

■⽉額料⾦ 
モバイルプラン（N） 641 円（税抜 583 円）/⽉ 

モバイルプラン ソク割 15（N） 545 円（税抜 495 円）/⽉ 
 
■⻑期利⽤割引制度 
⽉額利⽤料・従量課⾦分については、その利⽤期間に応じて、次表の割引率の額を割引いたします。 

継続利用期間 割引率 
1 年以上 2 年未満 ３％ 

2 年以上 ６％ 
※ソク割 15（N）と⻑期利⽤割引制度は併⽤できません。ソク割 15（N）プランをお申し込みの場合は、そちらの割引のみ適⽤させて
いただきます。 
※ソク割 15（N）は、年間継続利⽤をお約束いただくことで、⽉額利⽤料を 15%割引させていただきますが、1 年間の途中でモバイル

プラン ソク割 15（N）を解約、または TNC を退会される場合、ソク割 15（N）解約⼿数料がかかります。 
 
■ソク割 15（N）の解約⼿数料 

解約⼿数料 440 円（税抜 400 円） 
 
■キャップ制 
・従量課⾦の発⽣するプランでは、⽉額費⽤（⽉額利⽤料＋従量課⾦）の合計で 3,850 円（税抜 3,500 円）を超える分は請求
しません。 

・ダイヤルアップ接続を利⽤した場合の電話料⾦・パケット通信料は別途請求されます。 
・オプションサービスのご利⽤料⾦は対象外となります。 
 
8.ダイヤルアップ接続サービス 

■⽉額料⾦ 
スペシャル 10（N） 1,078 円（税抜 980 円）/⽉ 

パワフル（N） 1,958 円（税抜 1,780 円）/⽉ 
 
■⻑期利⽤割引制度 
⽉額利⽤料・従量課⾦分については、その利⽤期間に応じて、次表の割引率の額を割引いたします。 

継続利用期間 割引率 
1 年以上 2 年未満 ３％ 

2 年以上 ６％ 
 
■キャップ制 
・従量課⾦の発⽣するプランでは、⽉額費⽤（⽉額利⽤料＋従量課⾦）の合計で 3,850 円（税抜 3,500 円）を超える分は請求
しません。 
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・ダイヤルアップ接続を利⽤した場合の電話料⾦・パケット通信料は別途請求されます。 
・オプションサービスのご利⽤料⾦は対象外となります。 
 
各種⼿数料について 

＜コンビニ払込⽤紙発⾏⼿数料について＞ 
ご利⽤料⾦のお支払いについて、クレジットカード決済または⼝座振替による支払方法の登録が未登録の場合、および残⾼不⾜等の理
由により登録された支払方法にてお支払いができない場合、コンビニ払込⽤紙によるお支払いとなり、発⾏⼿数料として 330 円（税抜
300 円）がかかります。 
 
■登録された支払方法にてお支払いできない場合のコンビニ払込⽤紙発⾏⼿数料（※毎⽉ 1 回発⾏分） 

コンビニ払込⽤紙発⾏⼿数料 330 円（税抜 300 円） 
 
＜ご利⽤明細書発⾏⼿数料について＞ 
毎⽉のご利⽤料⾦等のご利⽤明細書として、郵送を希望される場合、発⾏⼿数料として 220 円（税抜 200 円）がかかります。 
 
■ご利⽤明細書の郵送を希望される場合の発⾏⼿数料（※毎⽉ 1 回発⾏分） 

ご利⽤明細書発⾏⼿数料 220 円（税抜 200 円） 
 

 
以上 


