
各ISPのフレッツ利用プラン向け新規契約者向けキャンペーン（東日本）

ISP名 プラン名 キャンペーン概要 申し込み期間
戸建てタイプの
通常月額料金

URL

@nifty @nifty光ライフ with フレッツコース
プロバイダ月額料金2カ月無料（戸建て）もしくは5カ月無料（マンション）、訪問サポート初
回無料

3月31日まで 6720円 http://www.nifty.com/

@T COM
フレッツ光ファミリータイプ
フレッツ光マンションタイプ

月額料金開通月無料＋11カ月割引、商品券1万円分プレゼント（戸建て）or商品券8000円
分プレゼント（マンション）、訪問サポート初回無料、抽選で無線LANルータープレゼント

3月31日まで 6930円 http://www.t-com.ne.jp/

AOL
光ネクスト・プレミアムライトプラン
光ネクスト・プレミアムプラン

商品券1万円分プレゼント 3月31日まで 6773円 http://www.aol.jp/

ASAHIネット
光 with フレッツ ホームコース 東日本
光 with フレッツ マンションコース 東日本

月額料金最大6カ月無料、商品券最大2万円分プレゼント 3月31日まで 6279円 http://asahi-net.jp/

BIGLOBE BIGLOBE光パックNeo with フレッツ
月額料金最大2カ月無料、訪問サポート初回無料、商品券1万5000円分など特典プレゼン
ト、キャッシュバック5000円

3月31日まで 6720円 http://www.biglobe.ne.jp/

DTI
DTI 光withフレッツファミリープラン
DTI 光withフレッツマンションプラン

月額料金最大2カ月無料、商品券1万円分プレゼント 3月31日まで 6458円 http://dream.jp/

hi-ho
hi-ho 光 with フレッツ「ファミリー」コース
hi-ho 光 with フレッツ「マンション」コース

月額料金最大3カ月無料 3月31日まで 6720円 http://home.hi-ho.ne.jp/

OCN OCN 光 with フレッツ
月額料金最大2カ月無料、無線LANルータもしくはデジタルフォトフレームプレゼント、訪問
サポート初回無料、ポイント6000円分プレゼント

5月31日まで 6720円 http://www.ocn.ne.jp/

ODN 「フレッツ光」コース 月額利用料最大2カ月無料、訪問サポート初回無料、商品券1万円分プレゼント 5月31日まで 6720円 http://www.odn.ne.jp/

SANNET
光マンションコース
光ファミリーコース
フルタイムコース

月額基本料金最大3カ月無料＋月額料金12カ月割引、商品券4000円分プレゼント 5月31日まで 6460円 http://www.sannet.ne.jp/

So-net
So-net 光 with フレッツ S（ファミリー）
So-net 光 with フレッツ S（マンション）

月額料金最大3カ月無料、訪問サポート初回無料 3月31日まで 6720円 http://www.so-net.ne.jp/

Tigers-net.com Bフレッツコース
月額利用料金最大6ヶ月無料、阪神タイガース公式戦観戦ペアチケットもしくは背番号入り
ナンバージャージプレゼント

3月31日まで 6544円 http://www.tigers-net.com/

WAKWAK

WAKWAK光with フレッツII ファミリー
WAKWAK光with フレッツII マンションミニ
WAKWAK光with フレッツII マンションプラン1
WAKWAK光with フレッツII マンションプラン2

月額料金最大2カ月無料、訪問サポート一部無料 5月31日まで 6457円 http://www.wakwak.com/

Yahoo! BB Yahoo! BB 光 with フレッツ 月額料金最大2カ月無料、最大2万円キャッシュバック 3月31日まで 6720円 http://bbpromo.yahoo.co.jp/

ぷらら ぷらら光メイト with フレッツ 月額料金最大4カ月無料、1万円キャッシュバック 3月31日まで 6510円 http://www.plala.or.jp/

楽天ブロードバンド
楽天ブロードバンド 光　マンションタイプ
楽天ブロードバンド 光　ホームタイプ

月額料金最大8カ月無料 3月30日まで 6457円 http://broadband.rakuten.co.jp/



各ISPのフレッツ利用プラン向け新規契約者向けキャンペーン（西日本）

ISP名 プラン名 キャンペーン概要 申し込み期間
戸建てタイプの
通常月額料金

URL

@nifty @nifty光ライフ with フレッツコース プロバイダ月額料金開通月無料＋11カ月割引 3月31日まで 6478.5円 http://www.nifty.com/

@T COM
フレッツ光ファミリータイプ
フレッツ光マンションタイプ

月額料金開通月無料＋11カ月割引、商品券1万円分プレゼント（ホームタイプ）or商品券
8000円分プレゼント（マンションタイプ）、訪問サポート初回無料、抽選で無線LANルーター

3月31日まで 6688.5円 http://www.t-com.ne.jp/

ASAHIネット
光 with フレッツ ホームコース 西日本
光 with フレッツ マンションコース 西日本

月額料金最大8カ月無料、商品券最大1万円分プレゼント 3月31日まで 6037.5円 http://asahi-net.jp/

BIGLOBE BIGLOBE光パックNeo with フレッツ
月額料金最大2カ月無料、訪問サポート初回無料、商品券1万5000円分など特典プレゼン
ト、キャッシュバック5000円

3月31日まで 6,478.5円 http://www.biglobe.ne.jp/

DTI
DTI 光withフレッツファミリープラン
DTI 光withフレッツマンションプラン

月額料金最大1カ月無料、商品券1万円分プレゼント 3月31日まで 6458円 http://dream.jp/

hi-ho
hi-ho 光 with フレッツ「ファミリー」コース
hi-ho 光 with フレッツ「マンション」コース

月額料金最大4カ月無料 3月31日まで 6479円 http://home.hi-ho.ne.jp/

OCN OCN 光 with フレッツ
月額料金最大1カ月無料（マンション、一部ファミリー）もしくは12カ月割引（ファミリー）、無
線LANルータもしくはデジタルフォトフレームプレゼント、訪問サポート初回無料、ポイント
6000円分プレゼント

5月31日まで 6478.5円 http://www.ocn.ne.jp/

ODN 「フレッツ光」コース 月額利用料最大8カ月半額、、訪問サポート初回無料、商品券1万円分プレゼント 5月31日まで 6478.5円 http://www.odn.ne.jp/

SANNET
光マンションコース
光ファミリーコース
フルタイムコース

月額基本料金最大3カ月無料、月額料金12カ月割引、商品券4000円分プレゼント 5月31日まで 6478.5円 http://www.sannet.ne.jp/

So-net
So-net 光 with フレッツ S（ファミリー）
So-net 光 with フレッツ S（マンション）

月額料金初月無料＋11カ月半額、訪問サポート初回無料 3月31日まで 6478.5円 http://www.so-net.ne.jp/

Tigers-net.com Bフレッツコース
月額利用料金最大6ヶ月無料、阪神タイガース公式戦観戦ペアチケットもしくは背番号入り
ナンバージャージプレゼント

3月31日まで 6562.5円 http://www.tigers-net.com/

WAKWAK

WAKWAK光with フレッツII ファミリー
WAKWAK光with フレッツII マンションミニ
WAKWAK光with フレッツII マンションプラン1
WAKWAK光with フレッツII マンションプラン2

月額料金最大1カ月無料、訪問サポート一部無料 5月31日まで 6215.5円 http://www.wakwak.com/

Yahoo! BB Yahoo! BB 光 with フレッツ 月額料金最大2カ月無料、最大4万円キャッシュバック 3月31日まで 6478.5円 http://bbpromo.yahoo.co.jp/

ぷらら ぷらら光メイト with フレッツ 月額料金最大4カ月無料、1万円キャッシュバック 3月31日まで 6,268円 http://www.plala.or.jp/

楽天ブロードバンド
楽天ブロードバンド 光　マンションタイプ
楽天ブロードバンド 光　ホームタイプ

月額料金最大8カ月無料 3月30日まで 6215.5円 http://broadband.rakuten.co.jp/


