別表

［ＦＥＮＩＣＳビジネスＩＰネットワークサービス

フレッツダイレクトサービス］

１．ネットワークサービスの提供
当社（以下「乙」という）は、ネットワークサービスの利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワ
ークサービス」という）を提供します。
２．ネットワークサービスの概要
本ネットワークサービスは、以下の体系により、複数の甲設備間を、アクセス回線、アクセスポイント、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通
信回線およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備で接続することにより、甲が、専用の閉域ＩＰネットワークおよびインターネットを利
用できるようにするネットワークサービスです。
ＦＥＮＩＣＳビジネスＩＰネットワークサービス フレッツダイレクトサービス
｜－接続サービス
｜ └－フレッツダイレクトサービス
└－オプションサービス
└－フレッツＡＤＳＬ接続サービス
└－Ｂフレッツ接続サービス
３．ネットワークサービス提供の前提条件
（１）別途甲と乙の間において「ＦＥＮＩＣＳビジネスＩＰネットワークサービス 基本サービス」（以下「基本サービス」という）の提供に関する
契約がなされているものとします。
（２）甲は、自己の責任と費用負担で本ネットワークサービスを利用するために必要となる甲設備を用意するものとします。なお、アクセス回線につ
いては乙が用意する場合があるものとします。
４．ネットワークサービスの内容
（１）初期サービス
乙は、基本サービスに加え、下記（２）の接続サービスを利用できるようにするためにＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備およびＦ
ＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線に対して、所定の準備作業を実施します。
（２）接続サービス
フレッツダイレクトサービス
品

目

内

容

フレッツダイレクトゲートウェイ
（１０Ｍｂｐｓ 東日本エリア）

東日本電信電話会社の提供する「フレッツ・オフィスワイド」を利用し、フレッツダイレクトゲー
トウェイポートへの、１０Ｍｂｐｓ（半二重）での接続を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイ
（１０Ｍｂｐｓ 西日本エリア）

西日本電信電話会社の提供する「フレッツ・オフィスワイド」を利用し、フレッツダイレクトゲー
トウェイポートへの、１０Ｍｂｐｓ（半二重）での接続を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイ
（１００Ｍｂｐｓ 東日本エリア）

東日本電信電話会社の提供する「フレッツ・オフィスワイド」を利用し、フレッツダイレクトゲー
トウェイポートへの、１００Ｍｂｐｓ（全二重）での接続を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイ
（１００Ｍｂｐｓ 西日本エリア）

西日本電信電話会社の提供する「フレッツ・オフィスワイド」を利用し、フレッツダイレクトゲー
トウェイポートへの、１００Ｍｂｐｓ（全二重）での接続を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（１０Ｍｂｐｓ 東日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１０Ｍｂｐｓ 東日本エリア）」に対して、１０Ｍｂｐｓで
の接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（１０Ｍｂｐｓ 西日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１０Ｍｂｐｓ 西日本エリア）」に対して、１０Ｍｂｐｓで
の接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（２０Ｍｂｐｓ 東日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 東日本エリア）」に対して、２０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（２０Ｍｂｐｓ 西日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 西日本エリア）」に対して、２０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（３０Ｍｂｐｓ 東日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 東日本エリア）」に対して、３０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（３０Ｍｂｐｓ 西日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 西日本エリア）」に対して、３０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（４０Ｍｂｐｓ 東日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 東日本エリア）」に対して、４０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（４０Ｍｂｐｓ 西日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 西日本エリア）」に対して、４０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（５０Ｍｂｐｓ 東日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 東日本エリア）」に対して、５０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（５０Ｍｂｐｓ 西日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 西日本エリア）」に対して、５０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（６０Ｍｂｐｓ 東日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 東日本エリア）」に対して、６０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（６０Ｍｂｐｓ 西日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 西日本エリア）」に対して、６０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

品

目

内

容

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（７０Ｍｂｐｓ 東日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 東日本エリア）」に対して、７０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（７０Ｍｂｐｓ 西日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 西日本エリア）」に対して、７０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（８０Ｍｂｐｓ 東日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 東日本エリア）」に対して、８０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（８０Ｍｂｐｓ 西日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 西日本エリア）」に対して、８０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（９０Ｍｂｐｓ 東日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 東日本エリア）」に対して、９０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（９０Ｍｂｐｓ 西日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 西日本エリア）」に対して、９０Ｍｂｐｓ
での接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（１００Ｍｂｐｓ 東日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 東日本エリア）」に対して、１００Ｍｂｐ
ｓでの接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクトゲートウェイポート
（１００Ｍｂｐｓ 西日本エリア）

「フレッツダイレクトゲートウェイ（１００Ｍｂｐｓ 西日本エリア）」に対して、１００Ｍｂｐ
ｓでの接続および認証機能を提供するネットワークサービス

フレッツダイレクト接続ＩＤ

フレッツダイレクトゲートウェイポートを利用した接続に用いる接続ＩＤを提供し運用するネット
ワークサービス

（２）オプションサービス
ａ．フレッツＡＤＳＬ接続サービス
乙は、フレッツダイレクトサービスに加え、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する「フレッツ・ＡＤＳＬ」をアク
セス回線として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。なお、本ネットワークサービスを利用するにあたっては、フレッツＡ
ＤＳＬ１．５Ｍｂｐｓ／８Ｍｂｐｓ／モア／モア２（２４Ｍタイプ）／モア２（４０Ｍタイプ）／モア３（４７Ｍタイプ）のいずれかと、フレッ
ツＡＤＳＬサポートサービスを各同数契約するものとします。また、アドバンストサポートサービス／サポートメニューサービスについては、フ
レッツＡＤＳＬサポートサービスと同数を契約するものとします。
品

目

内

容

フレッツＡＤＳＬ

１．５Ｍｂｐｓ

甲設備への伝送方向については最大１５３６Ｋｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については５１
２Ｋｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス

フレッツＡＤＳＬ

８Ｍｂｐｓ

甲設備への伝送方向については最大８Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐｓ
までの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス

フレッツＡＤＳＬ

モア

甲設備への伝送方向については最大１２Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐ
ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス

フレッツＡＤＳＬ

モア２（２４Ｍタイプ）

甲設備への伝送方向については最大２４Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐ
ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス

フレッツＡＤＳＬ

モア２（４０Ｍタイプ）

甲設備への伝送方向については最大４０Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については１Ｍｂｐ
ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス

フレッツＡＤＳＬ

モア３（４７Ｍタイプ）

甲設備への伝送方向については最大４７Ｍｂｐｓまで、甲設備からの伝送方向については５Ｍｂｐ
ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス

フレッツＡＤＳＬサポートサービス

乙がアクセス回線として提供している「フレッツ・ＡＤＳＬ」の利用地域毎に、東日本電信電話株
式会社および西日本電信電話株式会社の管理する地域ＩＰ網のメンテナンス等に伴う停止情報を取
りまとめ、毎週一回、甲に通知するサービス

アドバンストサポートサービス／サポートメニ
ューサービス

乙がアクセス回線として提供している「フレッツ・ＡＤＳＬ」において乙が提供する宅内終端装置
および東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の収容ビル内等に発生した障害につ
いて、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行うサービス
なお、本オプションサービスを契約締結したときには、本別表第７項および第８項は、フレッツＡ
ＤＳＬ接続サービスには適用されないものとします。

ｂ．Ｂフレッツ接続サービス
乙は、フレッツダイレクトサービスに加え、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する「Ｂフレッツ」をアクセス回線
として、本ネットワークサービスの全部または一部を提供します。なお、本ネットワークサービスを利用するにあたってはＢフレッツ ファミリ
ー１００タイプ／ハイパーファミリータイプ／ベーシックタイプ／のいずれかとＢフレッツサポートサービスを各同数契約するものとします。ま
た、アドバンストサポートサービス／サポートメニューサービスについては、Ｂフレッツサポートサービスと同数を契約するものとします。
品
Ｂフレッツ

目

ファミリー１００タイプ

内

容

西日本電信電話株式会社が提供する甲設備へおよび甲設備からの伝送方向については最大１００Ｍ
ｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス
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目
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容

Ｂフレッツ

ハイパーファミリータイプ

東日本電信電話株式会社が提供する、ネットワークサービス用電気通信回線からアクセス回線の終
端に設置された宅内終端装置へおよび宅内終端装置からネットワー クサービス用電気通信回線への
伝送方向については他社と共有する最大１Ｇｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用い、宅
内終端装置から甲設備へおよび甲設備から宅内終端装置への伝送方向については最大１００Ｍｂｐ
ｓまでの符号伝送可能な電気通信回線を用いて提供するネットワークサービス

Ｂフレッツ

ベーシックタイプ

甲設備へ及び甲設備からの伝送方向については最大１００Ｍｂｐｓまでの符号伝送可能な電気通信
回線を用いて提供するネットワークサービス

Ｂフレッツサポートサービス

乙がアクセス回線として提供している「Ｂフレッツ」の利用地域毎に、東日本電信電話株式会社お
よび西日本電信電話株式会社の管理する地域ＩＰ網のメンテナンス等に伴う停止情報を取りまとめ
、毎週一回、甲に通知するサービス

アドバンストサポートサービス／サポートメニ
ューサービス

乙がアクセス回線として提供している「Ｂフレッツ」において乙が提供する宅内終端装置および東
日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社の収容ビル内装置等に発生した障害について
、乙が２４時間３６５日の受付および対応を行うサービス
なお、本オプションサービスを契約締結したときには、本別表第７項および第８項は、Ｂフレッツ
接続サービスには適用されないものとします。

５．提供区域
本ネットワークサービスにおけるアクセス回線の提供区域は、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の「フレッツＡＤＳＬ」および
「Ｂフレッツ」の提供区域に準ずるものとします。
６．接続サービス提供時間帯
本ネットワークサービスにおける接続サービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、利用規約に基づき、乙は接続サービスの提供を
中断することができるものとします。
７．接続サービス障害受付時間帯
本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害受付時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線の障害受付時間帯は、東日本
電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の障害受付時間帯に準ずるものとします。また、アクセス回線を別途甲が準備した場合においては、当
該アクセス回線区間における障害受付は対象外とします。
８．接続サービス障害対応時間帯
本ネットワークサービスにおける接続サービスの障害対応時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線の障害対応時間帯は、東日本
電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の障害対応時間帯に準ずるものとします。また、アクセス回線を別途甲が準備した場合においては、当
該アクセス回線区間における障害対応は対象外とします。
９．料金月
本ネットワークサービスにおける料金月は、毎月２０日締めとし、前月２１日から当月２０日とします。
１０．品目一覧
本ネットワークサービスの品目は、以下のとおりとします。
品名

型名

備考

支払種別

単位

ビジネスＩＰ フレッツダイレクトＧＷ初期費
（東日本エリア）

ＮＳ３１３７０Ｓ

１０Ｍｂｐｓ、１００Ｍｂｐｓ

従量料金制（一括払）

式

ビジネスＩＰ フレッツダイレクトＧＷ初期費
（西日本エリア）

ＮＳ３１３７３Ｓ

１０Ｍｂｐｓ、１００Ｍｂｐｓ

従量料金制（一括払）

式

ビジネスＩＰ フレッツダイレクトＧＷポート
初期費（東日本エリア）

ＮＳ３１３７２Ｓ

１０Ｍｂｐｓ、２０Ｍｂｐｓ、３０Ｍ
ｂｐｓ、４０Ｍｂｐｓ、５０Ｍｂｐｓ
、６０Ｍｂｐｓ、７０Ｍｂｐｓ、８０
Ｍｂｐｓ、９０Ｍｂｐｓ、１００Ｍｂ
ｐｓ

従量料金制（一括払）

式

ビジネスＩＰ フレッツダイレクトＧＷポート
初期費（西日本エリア）

ＮＳ３１３７５Ｓ

１０Ｍｂｐｓ、２０Ｍｂｐｓ、３０Ｍ
ｂｐｓ、４０Ｍｂｐｓ、５０Ｍｂｐｓ
、６０Ｍｂｐｓ、７０Ｍｂｐｓ、８０
Ｍｂｐｓ、９０Ｍｂｐｓ、１００Ｍｂ
ｐｓ

従量料金制（一括払）

式

ビジネスＩＰ フレッツダイレクトＧＷ利用料
（東日本エリア）

ＮＳ３１３７０Ｇ

１０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７１Ｇ

１００Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７３Ｇ

１０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７４

１００Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７２Ｇ

１０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７２Ｇ

２０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７２Ｇ

３０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７２Ｇ

４０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ビジネスＩＰ フレッツダイレクトＧＷ利用料
（西日本エリア）

ビジネスＩＰ フレッツダイレクトＧＷポート
利用料（東日本エリア）

品名

備考

ビジネスＩＰ フレッツダイレクトＧＷポート
利用料（東日本エリア）

ビジネスＩＰ フレッツダイレクトＧＷポート
利用料（西日本エリア）

ビジネスＩＰ

フレッツダイレクトＩＤ利用料

備考

支払種別

単位

ＮＳ３１３７２Ｇ

５０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７２Ｇ

６０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７２Ｇ

７０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７２Ｇ

８０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７２Ｇ

９０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７２Ｇ

１００Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７５Ｇ

１０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７５Ｇ

２０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７５Ｇ

３０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７５Ｇ

４０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７５Ｇ

５０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７５Ｇ

６０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７５Ｇ

７０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７５Ｇ

８０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７５Ｇ

９０Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７５Ｇ

１００Ｍｂｐｓ

従量料金制（月額払）

式

ＮＳ３１３７６Ｇ

５０ＩＤ毎

従量料金制（従量払）

式

［内容］
（２０１１年６月１３日）本別表を適用します。
［凡例］
本別表では、以下の略称を用いています。
略

称

名

称

ＡＤＳＬ

Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ

ＧＷ

Ｇａｔｅｗａｙ

ＩＤ

Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ

ＩＰ

Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

Ｍｂｐｓ

ｍｅｇａ

ｂｉｔｓ

Ｄｉｇｉｔａｌ
Ｌｉｎｅ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
ｐｅｒ

ｓｅｃｏｎｄ

以

上

別表Ｎｏ．Ｎ０２３８

