
光 回 線 整 備 に 伴 う 質 問 と 回 答 

              （よくある質問や住民説明会の質問をまとめました） 

 

Ｑ：いつから使えるのか。 

Ａ：令和４年４月を予定しています。 

 

Ｑ：今すぐに申し込まず、必要になった時に申し込んでも良いか。 

Ａ：必要なタイミングで申込可能ですが、あらかじめ自宅近くまで整備する必要がある

ため、９月末日までに役場に事前加入申込書を提出してください。 

 （ご本人の使用がなくても、将来お子様などが使う可能性がないかご検討ください） 

 

Ｑ：事前加入申込をしたら、必ず光回線の契約をしなければならないか。 

Ａ：必ず契約する必要はありません。 

 

Ｑ：本申込みはどのように行うのか。 

Ａ：事前申込書をもとに、ＮＴＴ東日本から連絡があります。 

   他社と契約される場合は、ＮＴＴに、その旨をお伝えください。 

 

Ｑ：費用はどのくらいかかるか。 

Ａ：ＮＴＴ東日本の場合は別紙（NTT資料）のとおりです。 

ご自身で光コラボ事業者やプロバイダを自由に選択できます。 

 

Ｑ：初期費用や工事費は初回のみか。 

Ａ：そのとおり。 

 

Ｑ：光工事完了後、何年か後に事業者を変更する場合、また新たな工事代がかかるか。 

Ａ：工事は不要であるが、オプションサービス等で工事が発生する場合があり、契約事

務手数料は光コラボ事業者によって異なるため、自身で確認が必要。 

 

Ｑ：自宅と牛舎事務所の両方で使用したいが１回線で良いか。 

Ａ：Wi-Fiの届く距離であれば１回線で良いが、遠ければ２回線の契約が必要。 

 

Ｑ：最新の Wi-Fiルーターはどれくらい届くのか。屋外は無理か。 

Ａ：一般住宅では宅内のみ。屋外ルーターもあるが中継機を勧める。 

  一概に何メートルという基準がなく、距離というより壁・鉄板・金属に弱い。 

 

Ｑ：固定電話がない場所でも光を利用できるか。 

Ａ：役場に事前申込書を提出していただいた後、設置できる場所か現地確認する。 

 （自宅近くに北電柱やＮＴＴ柱があれば、ほぼ大丈夫） 



Ｑ：現在、番号が別々の電話を３回線使用しているが、全て光回線利用可能か。 

１件は電話のみ使用予定であるが、将来インターネット利用も開始できるか。 

Ａ：可能。Wi-Fiの届く距離であれば 1回線。届かなければ３回線の申込を。 

ネット利用開始する際は料金プランのコース変更の手続きで利用可能。 

敷設工事後の追加は難しいため、ＮＴＴ整備設計漏れのないように、事前申込書に３

回線とも記入して提出いただきたい。 

 

Ｑ：現在、電話と FAXを同じ番号で利用しているが、光に移行後も同様に利用できるか。 

Ａ：今現在、電話と FAX が同じ番号であれば光１回線の契約で電話も FAX も接続して利

用できる。別々の番号でも１契約で、光電話のオプションで複数チャンネルまたは追

加番号で電話番号を増やすことができる。（追加 330円） 

  電話番号２つまでは接続して使用できるが、３つ以上になると業務用サービス（基本

料金異なる）の契約となり、別の装置を取り付けて対応することになる。 

 ※ご契約時に相談を 

 

Ｑ：回線速度、最低１Ｇと記載しているが実質どのくらいの速度か。 

  市街地も農村部も変わりないか。Wi-Fiルーター内蔵型と個別 Wi-Fiルーター接続の

場合、速度に違いはあるか。 

Ａ：音源ダウンロードの際に数十メガに落ちることもあるが、通常は遅くても 100～200

メガ程度。ＡＤＳＬと違い、光は距離と無関係のため、農村部でも速度は変わらない。

Wi-Fiルーター内蔵型のものでも十分速いが、ネット好きで頻繁に利用する方は、自

身で外付けする最新の Wi-Fi ルーターを勧めている。（寿命が３年程度。高性能の新

商品が次々と更新されるため） 

 

Ｑ：光ライトプランの「１００ｍｂｐｓ」とはどれくらいの速度か。 

Ａ：ギガスマ・ギガライトの 10分の１の速度であるが、動画も支障なく見られる。 

  回線の混雑状況や自宅の Wi-Fi 環境にもよるが、音源やゲームのダウンロードは速

度が早ければ短時間でダウンロードできる。テレビで高画質の動画を見る場合は、

通信速度が早い方を勧めます。 

 

Ｑ：ＮＴＴ光の Wi-Fiルーター内蔵回線終端装置はどこのメーカーか。選択できるか。 

Ａ：選択はできない。富士通、沖電気、三菱など。構造設計も中身も同じ。 

 

Ｑ：Wi-Fi内蔵型（ＯＮＵ）の故障はすぐに交換可能か。 

Ａ：ＮＴＴ故障受付へ連絡を。回線なのか端末なのか調べて早急に対応する。 

 

Ｑ：光に切り替える際にＮＴＴでプロバイダへの変更手続きも可能か。 

Ａ：ＮＴＴの系列であれば取次ぎ可能。（契約者名やユーザーＩＤなど準備必要） 

 

  



Ｑ：各プロバイダのサービスを比較できるような一覧表はあるか。 

Ａ：ご自身でインターネット等を活用し、各社の新規加入キャンペーンのご利用を。 

  ＮＴＴ系列はこちら https://flets.com/provider_pack/next_giga_fm.html 

Ｑ：ＮＴＴの料金設定プランは大きく２種類あるが、先に Wi-Fi ルーター内臓型を利用

し、途中で個別 Wi-Fiの方に切り替えたいとなった場合、コネクトの差込口はあるか。 

Ａ：Wi-Fiルーター内蔵型の装置にも LANケーブルの差込口があるので、自身の Wi-Fiル

ーターを繋げられる。基本料が変わる（300 円程安くなる）ので料金プランの変更を。 

 

Ｑ：光電話に移行した場合、現在の電話機は利用できるか。 

Ａ：電話機はそのまま利用できる。アナログ回線の基本料金 1700円はかからず、光電話

の利用料 550円となる。アナログ回線は不要となるので休止もしくは解約の手続きが

必要となる。 

 

Ｑ：申込時にアナログ回線の電話を光に切り替えようと思うが、停電時も使用できるか。 

Ａ：停電時は使用できない。固定電話（アナログ回線）を残し、インターネット用の光

回線契約を。この場合はどちらも利用料金がかかってしまいます。 

 

Ｑ：「スマホで光電話」とは、スマホを使って家の固定電話からかけるイメージか。 

Ａ：その通り。相手への通知も固定電話の番号にできる。専用アプリをダウンロードす

ると、固定電話にかかってきた電話をスマホで受けることができる。自宅内で利用で

き、外出先での利用はできない。簡単に言うと子機のように利用できるもの。 

 

Ｑ：光の契約時に契約者名を変更したいが、ADSL から移行する場合の工事無料キャンペ

ーン対象になるか。 

Ａ：電話の名義と同じ名前で光に移行しないと、キャンペーン対象外となる。 

  同じ名義で移行し、その後、名義変更した方がお得である。 

 

Ｑ：ギガライトプランに２年割引適用はないのか。 

Ａ：ギガスマのみに適用される割引。 

 

Ｑ：ADSLは停電時、発電機に切り替えることができたが光も同様か。 

Ａ：同様。自家発電があるのであれば接続して利用できる。 

 

Ｑ：料金プランに２年割の自動更新があるが途中解約の場合、違約金はあるか。 

Ａ：２年割は２年縛り。ＮＴＴ系列のプロバイダ等であれば不要だが、別系列や中止の

場合は違約金（9，500円）がかかる。満了期間の当月と翌月、翌々月は猶予あり。 

 

Ｑ：現在使用している牛舎のカメラはそのまま利用できるか。 

Ａ：使える場合もある。メーカーなど確認の必要があるが、途中に変換装置を付ければ、

大抵利用できる。 

https://flets.com/provider_pack/next_giga_fm.html


＜現在、スカイネットＶをご利用の方＞ 

 

※引き続き「オーレンス光」へ移行される方は、アンテナ撤去費用（19，800円）は、 

オーレンスが負担することになりました。（メールアドレスも変更なくご使用できます） 

 

Ｑ：光加入後のスカイネットＶは、利用できなくなるのか。 

Ａ：光整備後１年程度維持する予定なので、その間に移行手続きをお願いしたい。 

プロバイダ選択後、開始月まで途切れないように解約手続きをしてください。 

 

Ｑ：FWAのアンテナを購入したが、どのように処分したら良いか。 

  アンテナを別のことに利用できないか。 

Ａ：業者へ撤去を依頼した場合（有料）は業者で回収。ご自身で撤去し、不要であれば 

役場企画商工課へお持ちいただければ、オーレンスで回収するとのこと。 

他の使い道はないとのこと。 

 

Ｑ：スカイネットの解約の時期はいつでも良いか。違約金は発生するか。 

 年払い利用料契約の場合は１年分支払うことになるのか。 

Ａ：月払いは本人の判断した月で構わない。年払いの方も今回は特別に使用月までの支

払いで良いということになっている。（先払いの場合、差額は返金対応します） 

      

Ｑ：今後オーレンスの説明会もあるか。 

Ａ：スカイネットＶ既加入者へ郵送で案内があるとのこと。詳細説明希望者は返信を。 

 

Ｑ：「スカイネットＶの速度」と「オーレンス光」の速度を教えてほしい。 

Ａ：大元は上下とも理論値は１Ｇ。線路親機の部分は 250ｍｂｐｓ程度で、分岐後は更に

落ちる。オーレンス光もＮＴＴ光の線を利用するので理論値は一緒だが「ipv6」と

いう方式で、すいている高速道路を通過するイメージなので実測値でも 300Ｍ。 

 

Ｑ：現在使用中のオーレンス Wi-Fiルーター（バッファロー）は引き続き使用できるか。 

Ａ：使用可能であるが、現在は各社性能も上がっているので新しいものをお勧めする。 

 

Ｑ：集合住宅でスカイネットＶを利用している。 

電波が弱いため個別に線を引き込み、ルーターも契約も別々になっているが、光は１

契約で Wi-Fiルーターで対応できるか。 

Ａ: 実際の建物を拝見しないと何とも言えないが、現在のように個別に回線を引いて利

用するのがベスト。 

  ギガらく Wi-Fi というサービスがあり、光を１回線引いて、Wi-Fi アクセスポイント

を数カ所（１階と２階など）設置する方法もあるが、「各戸の広さ」、「間取り」、「ポ

イントまでのＬＡＮ配線が可能か」など、現地調査が必要。  



フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプの場合

Wi-Fiルーター内蔵回線終端装置(ONU)
を設置します。※レンタルです。

※フレッツ光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプは、
回線終端装置に、お客様のWi-Fiルーターを接続します。

光コンセントを付けます

光ケーブル

引込柱

インターネットがつながる仕組み-2 (開通工事のご説明)

光ケーブル

・家屋の中まで光ケーブルを引き込みます。
・電話線の配管がある場合は、それを利用します。
・配管が無い場合は、お客様とご相談のうえ、換気口やエアコンダクト等から
引き込みます。

電話機・FAXを
接続します

電話番号は
変わりません



「フレッツ光」の種類

■フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ

Wi-Fiルーター内蔵
回線終端装置(ONU)

定額プラン

・Wi-Fiルーター機能を内蔵してレンタル提供していますので、お客様ご自身で
Wi-Fiルーターをご用意する必要がありません。
・回線速度はデータ送受信 最大概ね1Gbps(ギガ)です。

定額プラン ■フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ

・お客様ご用意のWi-Fiルーターを使用するプランです。
・回線速度はデータ送受信 最大概ね1Gbps(ギガ)です。

回線終端装置(ONU)

■定額プランで、お客様ご用意のWi-Fiルーターを使用するプランには、
他に「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」があります。
・回線速度はデータ受信 最大概ね200Mbps データ送信 最大概ね100Mbpsです。

2段階定額プラン 「フレッツ 光ライト プラス」 「フレッツ光 ライト」
・ご利用量に応じて料金が決まるプランです。
・回線速度はデータ送受信 最大概ね100Mbpsです。

Wi-Fiルーター



回線使用料
1,760円

(住宅用：プッシュ回線)

ADSLモデム・スプリッタ
レンタル料
594円

5,379円

移
行

回線使用料
2,640円

(事務用：プッシュ回線)

ADSLモデム・スプリッタ
レンタル料
594円

6,259円

フレッツ・ADSLご利用の場合
フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ

ご利用の場合

「フレッツ・ＡＤＳＬ」と「フレッツ光」の月額ご利用料金の比較

＊2023年1月31日、フレッツ・ADSLはフレッツ光ご提供エリア内において
サービス終了予定。

定額(使い放題)、Wi-Fiルーター付きプラン

※別途、プロバイダの月額利用料がかかります

ギガファミリー
スマートタイプ
利用料

6,270円

ひかり電話利用料
550円

6,820円

にねん割(2年単位/自動更新)

▲770円

ギガ・スマート割引
▲412.5円(24ヵ月間)

5,637.5円

ひかり電話利用料
550円

ギガファミリー
スマートタイプ
利用料

6,270円
↓

5,087.5円

割引後事務用

住宅用

※事務用・住宅用の区別はありません

ギガラインタイプは
5,940円です

フレッツ・ADSL
利用料

3,025円

フレッツ・ADSL
利用料

3,025円

※令和3年7月1日現在

表示価格はすべて税込みです。



「フレッツ光」工事料金の一例

「フレッツ・ADSL」から「フレッツ光」へ移行する場合 新規に「フレッツ光」をご契約いただく場合

■フレッツ光契約料 880円

■フレッツ光初期工事費 19,800円

■フレッツ光初期工事費 ▲19,800円
無料キャンペーン

[光回線で電話・FAXを利用する場合]

■ひかり電話への
電話番号移行工事費 2,200円

■ひかり電話の基本工事費 1,100円

■加入電話の
利用休止工事費 1,100円

計 5,280円

■フレッツ光契約料 880円

■フレッツ光初期工事費 19,800円
※分割払いができます。
初回3,300円+2回目以降687円/月×23回
最終月699円

■インターネット接続設定費 1,100円

[光回線で電話・FAXを利用する場合]

■ひかり電話への
電話番号移行工事費 2,200円

■ひかり電話の基本工事費 1,100円

■加入電話の
利用休止工事費 1,100円

計 26,180円

※加入電話を解約する場合は不要

※加入電話を解約する場合は不要

※他に、インターネット接続設定費等が
無料となります。

表示価格はすべて税込みです。

※令和3年7月1日現在


