【別表】青葉ケーブルテレビ

インターネットサービス 料金表
２０２１年 １月 １日現在

１．フレッツ対応サービス 初期設定料・利用料等
項目
内容
基本
サービス
その他

金額

フレッツ光 ファミリーコース

2,000 円（税込 2,200 円） 1,000 円/月（税込 1,100 円/月）

フレッツ光 マンションコース
フレッツ・ADSL
スタンダードコース
コース変更

2,000 円（税込 2,200 円） 1,000 円/月（税込 1,100 円/月）

２．青葉モバイル
２－１

初期設定料

2,000 円（税込 2,200 円） 1,000 円/月（税込 1,100 円/月）
2,000 円（税込 2,200 円）

－

利用料

青葉モバイル 契約事務手数料
項目
契約事務手数料

金額
3,000 円（税込 3,300 円）

注 青葉モバイル 契約事務手数料は次の場合に申受けます。
・新規に青葉モバイル各サービスに申込むとき
・他のコース・サービスから青葉モバイル各サービスに変更するとき
・青葉モバイルサービス内で利用サービスを変更するとき
・SIM カードの形状（SIM カード、microSIM カード、nanoSIM カード）ならびに SIM カードの機能（SMS 機
能あり、SMS 機能なし）を変更するとき

２－２

青葉モバイル

項目

内容・月額利用料
内容

サービス名［回線事業者］
青葉モバイル LTE ライト
［NTT ドコモ］
青葉モバイル LTE
［NTT ドコモ］

基本
サービス

タイプ M
タイプ W

オプション
サービス

1,410 円/月（税込 1,551 円/月）

タイプ D
タイプ６

2,400 円/月（税込 2,640 円/月）

タイプ１０

3,000 円/月（税込 3,300 円/月）

青葉モバイル EM LTE(CA)
［ソフトバンク］

基本
利用料
の割引

金額

タイプ

－

課金開始月から
24 ヶ月まで

5,220 円/月
（税込 5,742 円/月）

－

25 ヶ月以降

3,696 円/月
（税込 4,065 円/月）

青葉モバイル EM 4G
［ソフトバンク］

－

3,696 円/月（税込 4,065 円/月）

テレビサービス ＋
青葉モバイル LTE ライト
［NTT ドコモ］

－

基本サービス料金より
-186 円/月（税込-204 円/月）

テレビサービス ＋
青葉モバイル LTE
［NTT ドコモ］

－

基本サービス料金より
-186 円/月（税込-204 円/月）

SMS 機能

－

140 円／月（税込 154 円／月）

注 1.SMS 機能は、青葉モバイル LTE ライト利用者および青葉モバイル LTE 利用者に提供するオプションサー
ビスです。
2.青葉モバイル各サービスの新規申込受付は終了しました。
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２－３

青葉モバイル

SMS 通信料
送信 1 回ごとに

料金種別

SMS 通信料（国内）

SMS 通信料（海外）

送信文字数

料金額

1～70 文字
（半角英数字のみの場合 1～160 文字）

3円
（税込 3.3 円）

71～134 文字
（半角英数字のみの場合 161～306 文字）

6円
（税込 6.6 円）

135～201 文字
（半角英数字のみの場合 307～459 文字）

9円
（税込 9.9 円）

202～268 文字
（半角英数字のみの場合 460～612 文字）

12 円
（税込 13.2 円）

269～335 文字
（半角英数字のみの場合 613～765 文字）

15 円
（税込 16.5 円）

336～402 文字
（半角英数字のみの場合 766～918 文字）

18 円
（税込 19.8 円）

403～469 文字
（半角英数字のみの場合 919～1071 文字）

21 円
（税込 23.1 円）

470～536 文字
（半角英数字のみの場合 1072～1224 文字）

24 円
（税込 26.4 円）

537～603 文字
（半角英数字のみの場合 1225～1377 文字）

27 円
（税込 29.7 円）

604～670 文字
（半角英数字のみの場合 1378～1530 文字）

30 円
（税込 33 円）

1～70 文字
（半角英数字のみの場合 1～160 文字）

50 円（不課税）

71～134 文字
（半角英数字のみの場合 161～306 文字）

100 円（不課税）

135～201 文字
（半角英数字のみの場合 307～459 文字）

150 円（不課税）

202～268 文字
（半角英数字のみの場合 460～612 文字）

200 円（不課税）

269～335 文字
（半角英数字のみの場合 613～765 文字）

250 円（不課税）

336～402 文字
（半角英数字のみの場合 766～918 文字）

300 円（不課税）

403～469 文字
（半角英数字のみの場合 919～1071 文字）

350 円（不課税）

470～536 文字
（半角英数字のみの場合 1072～1224 文字）

400 円（不課税）

537～603 文字
（半角英数字のみの場合 1225～1377 文字）

450 円（不課税）

604～670 文字
（半角英数字のみの場合 1378～1530 文字）

500 円（不課税）

注.SMS 通信料は、SMS 機能を利用し、送信した場合に発生する通信料です。
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２－４

青葉モバイル
項目

ユニバーサルサービス料
サービス名
青葉モバイル LTE ライト
青葉モバイル LTE
ユニバーサルサービス料

金額
3 円/月（税込 3.3 円/月）
3 円/月（税込 3.3 円/月）

青葉モバイル EM 4G

3 円/月（税込 3.3 円/月）

注 1.ユニバーサルサービス料は青葉モバイル LTE ライト、青葉モバイル LTE、青葉モバイル EM 4G をご利用の
場合に申受けます。なお、ユニバーサルサービス制度にかかわる負担金の変更があった場合に、その変動に
応じて金額を見直すことがあります。
2.青葉モバイル EM LTE(CA)については、基本サービスの金額にユニバーサルサービス料を含みます。

３．青葉モバイル

契約期間
最低利用
期間

最低利用期間
経過後の契約期間

利用契約終了/コース変更/
タイプ変更の通知期限

青葉モバイル LTE ライト

3 ヶ月

1 ヶ月

希望月の 15 日

青葉モバイル LTE

3 ヶ月

1 ヶ月

希望月の 15 日

青葉モバイル EM LTE(CA)

24 ヶ月

24 ヶ月

希望月の 20 日

青葉モバイル EM 4G

24 ヶ月

24 ヶ月

希望月の 20 日

項目

契約
期間

サービス名

４．青葉モバイル
項目

契約
解除料

契約解除料

サービス名

タイプ

契約解除時期

青葉
モバイル
LTE ライト

タイプ M
タイプ W
タイプ D

課金開始日から 3 ヶ月未満

2,858 円（税込 3,143 円）

青葉
モバイル
LTE

タイプ６

課金開始日から 3 ヶ月未満

4,000円（税込 4,400円）

タイプ１０

課金開始日から 3 ヶ月未満

5,000円（税込 5,500円）

課金開始日から 12 ヶ月未満

66,286 円（税込 72,914 円）

青葉
モバイル
EM LTE(CA)

－

青葉
モバイル
EM 4G

－

課金開始日から 12 ヶ月～24 ヶ月未満 37,715 円（税込 41,486 円）
課金開始日から 25 ヶ月～26 ヶ月

0円

課金開始日から 27 ヶ月以降

9,500 円（税込 10,450 円）

課金開始日から 12 ヶ月未満

38,858 円（税込 42,743 円）

課金開始日から 12 ヶ月～24 ヶ月未満 24,229 円（税込 26,651 円）
課金開始日から 25 ヶ月～26 ヶ月
課金開始日から 27 ヶ月以降

注

金額

0円
9,500 円（税込 10,450 円）

青葉モバイル EM LTE(CA)および青葉モバイル EM 4G で、課金開始日から 24 ヶ月目の末日に契約を解除し
た場合は、契約解除料のご請求はありません。
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５．青葉モバイル
項目

機器販売価格
サービス名

機器名

金額

Pocket WiFi LTE（GL06P）
青葉モバイル EM LTE(CA)
機器
販売価格
青葉モバイル EM 4G

Pocket WiFi LTE（GL04P）
Pocket WiFi LTE（GL02P）

37,905 円（税込 41,695 円）

Pocket WiFi（303HW）

38,889 円（税込 42,777 円）

Pocket WiFi（GL10P）
Pocket WiFi（GL09P）

６．各種手数料
項目
メール ID 変更
名義変更手数料
休止および再開手数料
SIM カード再発行手数料
SIM カード再発行手数料

41,715 円（税込 45,886 円）

サービス名
フレッツ対応 各サービス
青葉モバイル 各サービス
フレッツ対応サービス
青葉モバイル 7.2
青葉モバイル LTE ライト
青葉モバイル EM LTE(CA)
青葉モバイル EM 4G

42,800 円（税込 47,080 円）

金額
2,000 円/回（税込 2,200 円/回）
500 円/回（税込 550 円/回）
3,000 円/回（税込 3.300 円/回）
3,200 円/枚（税込 3,520 円/枚）
3,000 円/枚（税込 3,300 円/枚）

別記 1.フレッツ光各コース、フレッツ・ADSL コース、青葉モバイル各サービス（以下「フレッツ・モバイル
サービス」といいます。）にはメールアドレス１個(1GB)が付属しています（ドメインは tiki.ne.jp）。
2.フレッツ・モバイルサービスに付属するメールアドレス（以下「付属メールアドレス」といいます。）
で送受信される電子メールに対しては、当社が業務委託契約を締結している株式会社エヌディエス指
定のウィルスチェックソフトによるウィルスチェックが行われます。
・当社および株式会社エヌディエスは、指定のウィルスチェックソフトが有する性能およびその他の仕
様の範囲でウィルスチェック機能を提供し、あらゆるコンピュータウィルスを検出し駆除することを
保証するものではありません。
・本ウィルスチェック機能に起因して、利用者またはその他第三者に生じた結果的損害、付随的損害お
よび逸失利益に関して、当社および株式会社エヌディエスは責任を負いません。
3．付属メールアドレス宛に送信される電子メールに対しては、株式会社エヌディエス指定の迷惑メール
判定ソフトによる迷惑メール判定およびヘッダ部分への判定結果の表示が行われます。
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７．インターネット オプションサービス 利用料
７－１ 基本料
サービス
金額
備考
ウイルスバスター クラウド
450 円/月（税込 495 円/月）
ノートン・インターネットセキュリティ 450 円/月（税込 495 円/月）
MyPC セキュリティ
200 円/月（税込 220 円/月）
i-フィルター 6.0
200 円/月（税込 220 円/月）
UbiqMail
無料
迷惑メールフィルタ
無料
追加メールアドレス １個
200 円/月（税込 220 円/月）
追加メールアドレス Pro １個
350 円/月（税込 385 円/月）
メールボックス容量追加(4GB)
150 円/月（税込 165 円/月） 新規提供終了
月に 10 回まで設定/変更可能
メール転送
無料
20MB まで利用可能
ホームページ
無料
80MB まで追加可能
ホームページ容量追加
500 円/月（税込 550 円/月）
新規提供終了
通話料は別途必要
TikiTiki フォン
280 円/月（税込 308 円/月）
新規提供終了
超ホーダイ
500 円/月（税込 550 円/月）
アプリ超ホーダイ
360 円/月（税込 396 円/月）
キッズパック
200 円/月（税込 220 円/月）
スマートフォンセキュリティ
180 円/月（税込 198 円/月）
７－２

TikiTiki フォンサービス通話料
項目
(1) TikiTiki フォン利用者同士の通話

金額
無料

(2) TikiTiki フォンと提携プロバイダの IP 電話との通話
(3) TikiTiki フォンから他の VoIP ネットワークを
利用する IP 電話へ発信した通話
(4) TikiTiki フォンから国内の一般固定電話へ
発信した通話
(5) TikiTiki フォンから海外の一般固定電話へ
発信した通話
(6) TikiTiki フォンから国内の携帯電話へ
発信した通話
(7) TikiTiki フォンから国内の PHS 利用者へ
発信した通話
７－３

8 円/3 分（税込 8.8 円/3 分）
8 円/3 分（税込 8.8 円/3 分）
対地ごと
19 円/1 分（税込 20.9 円/1 分）
10 円/1 分＋10 円/1 通話
（税込 11 円/1 分＋11 円/1 通話）

TA レンタル料

項目
TA（Telephony Adapter）レンタル料
７－４

無料

TikiTiki フォン

金額
380 円/月（税込 418 円/月）

１台

ユニバーサルサービス料
項目

ユニバーサルサービス料

金額
3 円/月（税込 3.3 円/月）

注 1.TikiTiki フォンサービス通話料(2)の提携プロバイダは、別途定めます。
2.TikiTiki フォンサービス通話料(3)の対象となる通話は、別途定めます。
3.TikiTiki フォンサービス通話料(5)の通話料は、別途定めます。
4.ユニバーサルサービス料は、利用の 050 番号毎に通話の有無に関わらず上記金額を負担していただきます。
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７－５ データ通信機器（モバイルルータ） レンタル料
項目
金額
Aterm MR03LN
１台
639 円/月（税込 702 円/月）
Aterm MR04LN
１台
639 円/月（税込 702 円/月）
Aterm MR05LN
１台
639 円/月（税込 702 円/月）
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備考

