
月額費用 円
初期費用
（申込手数料） 円

※別途、回線工事費用がかかります。詳しくは以下の「工事費用について」をご確認ください。

本書面はビッグローブ光をご契約いただく際の重要事項を記載した書面です。
お申し込みにあたって、本書面と下記のWebページを必ずご確認ください。
https://0962.jp/bhk/

様

2022年10月版 ビッグローブ光（3年プラン）契約確認書

ZJFS2210001※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。  ※電話番号はおかけ間違えのないようご注意ください。

ビッグローブ光
販売店

（ふりがな）担当者名販売店名

（電話）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代理店届出番号）

BIGLOBE
お問い合わせ窓口

ビッグローブ光の工事予定日の変更や工事内容に関するお問い合わせ
ビッグローブ株式会社 ビッグローブ光 開通センター（10：00～21：00 年末年始を除き無休）　0120-933-545（通話料無料）

TVサービス
□ ビッグローブ光電話 A（エース）：月額1,500円（税込1,650円）

□ ビッグローブ光テレビ：月額750円（税込825円）

ご契約内容について
BIGLOBE利用料金

無線LAN

□ ビッグローブ光（3年プラン）ファミリータイプ：月額4,980円（税込5,478円） □ ビッグローブ光（3年プラン）マンションタイプ：月額3,980円（税込4,378円）

□ 接続機器（無線LAN付き）：月額500円（税込550円）＊1

電話サービス □ ビッグローブ光電話 基本プラン：月額500円（税込550円）

□ オプションサービスによっては初回お申し込み後に一定期間の月額料金が無料となります。なお、無料期間中に解約のお申し出がない場合、
無料期間終了後は月額料金がかかります。解約はお客さまご自身の解約手続きが必要です。

オプションサービス □ セキュリティセット・プレミアム：月額380円（税込418円）
□ トータル・ネットセキュリティ：月額580円（税込638円）
□ BIGLOBEお助けサポート：月額475円（税込522円）
□ U－NEXT for BIGLOBE：月額1,990円（税込2,189円）
□ ライフサポートパック for BIGLOBE：月額300円（税込330円）
□ BIGLOBE インターネット端末保証サービス：月額500円（税込550円）

□ BIGLOBEあんしんバックアップ（容量無制限 AOSBOX）：月額500円（税込550円）
□ 暮らしのあんしん相談：月額680円（税込748円）
□ ネットあんしんパック：月額980円（税込1,078円）
□ エンジョイプラス：月額490円（税込539円）
□ 生活かけつけレスキュー：月額590円（税込649円）
□ その他（　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 ）：月額　　　　　   円

※ NTT東日本のフレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ/ギガマンション・スマートタイプに相当する回線をご利用の場合、機器利用料月額500円（税込550円）がかかります。
上記の回線のお客さまがビッグローブ光電話をご利用の場合、ビッグローブ光電話利用料から月額200円（税込220円相当）値引きされます。

※ 回線転用、事業者変更でお申し込み時に無線LANカードをすでにご利用中の場合、無線LANカードの月額利用料100円/枚（税込110円/枚）がかかります。
＊1 解約時に機器の返送手数料1,300円（税込1,430円）がかかります。解約から1カ月を経過しても機器が返却されない場合、未返却費用として6,000円（不課税）を請求します。

支払方法の登録について

（回線転用または事業者変更の場合）ご契約先がBIGLOBEに切り替わることについて

現在ご契約中のプロバイダおよび各種サービスについて

申込手数料について

工事費用について

定期利用期間、違約金について

初期契約解除について

接続設定について

その他の注意事項

●ビッグローブ光（3年プラン）は、『契約開始日』から『課金開始月を1カ月目として36カ月目の末日まで』を定期利用期間として提供します。お客さまより解約のお申し出がない
限り、以降36カ月ごとに定期利用期間が自動更新されます。

●定期利用期間の最終月とその翌月および翌々月の違約金不要期間を除き、本サービス解約時に当月の月額料金に加えて、ファミリータイプ4,230円（不課税）、マンションタイプ
3,360円（不課税）の違約金がかかります。

●月の途中で解約された場合、解約月の月額料金は全額かかります。（日割りは行いません）

●ビッグローブ光ご契約時に申込手数料（事業者変更の場合は事業者変更受入手数料）が3,000円（税込3,300円）かかります。

●回線転用でビッグローブ光にご契約いただくと、フレッツ光は解約となり、契約事業者がNTT東日本またはNTT西日本からBIGLOBEに切り替わります。ビッグローブ光開
通後はNTT東日本またはNTT西日本のポイントサービスがご利用になれません。詳しくはNTT東日本またはNTT西日本へお問い合わせください。

●回線転用でお申し込みの際、お客さまにフレッツ光の回線工事費の未払い分がある場合、未払い分はBIGLOBEから請求いたします。
●事業者変更によりビッグローブ光をご契約いただくと、現在の光コラボレーション事業者との契約は解約となり、契約事業者がBIGLOBEに切り替わります。

●ビッグローブ光のご利用料金はKDDI請求でのお支払いとなります。クレジットカードまたは口座振替、自動払込がご利用できます。KDDIからご案内の書面が届きますのでWeb
または書面で支払方法を登録してください。なお、口座振替、自動払込の場合は手数料200円（税込220円）が毎回かかります。支払方法を登録しないと請求書払いとなり、手数
料300円（税込330円）が毎回かかります。

●現在ご利用中のプロバイダは、ビッグローブ光開通後にお客さまご自身で解約してください。解約に伴い解約料が発生する場合があります。また、一部の電話サービス・映像サー
ビス・セキュリティ・メールなど、ビッグローブ光ではご利用できない場合があります。詳しくは現在ご利用中のプロバイダまたは光コラボレーション事業者にお問い合わせください。

●18歳未満のお客さまはビッグローブ光をお申し込みできません。
●ビッグローブ光は、光ファイバー回線を利用して常時インターネット接続を提供するサービスです。（光ファイバーインターネットサービス）
通信速度や品質は、ベストエフォートのため低下する場合があります。

●その他の注意事項について、中面の補足事項をご確認ください。

●接続設定はBIGLOBE会員証を確認のうえ、設定を行ってください。BIGLOBE会員証に記載の「ユーザー名」と「接続パスワード」が必要な場合があります。

●ビッグローブ光は初期契約解除制度の対象です。お申し込み後に送付されるBIGLOBE会員証同封の契約書面をお客さまが受領した日から８日を経過するまで、ハ
ガキなどの書面にて契約解除が可能です。申込手数料、工事費用、一部の月額料金はお支払いいただきます。詳細は、契約書面の「初期契約解除のご案内」に記
載していますので、ご確認ください。

●標準的な工事の場合、ビッグローブ光（3年プラン）を回線新規でお申し込みの際に、ファミリータイプ18,000円（税込19,800円）、マンションタイプ15,000円（税込16,500
円）の工事費用がかかります。品目変更を伴う回線転用でお申し込みの際は最大18,000円（税込19,800円）の工事費用がかかります。土日休日工事の場合、追加で3,000
円（税込3,300円）の工事費用がかかります。工事内容により追加工事費がかかる場合があります。

●ビッグローブ光（３年プラン）を回線新規でお申し込みの場合、工事費用は分割払いまたは一括払いを選択できます。分割払いの場合、工事費用を36分割した金額を課金
開始月から36カ月間お支払いいただきます。標準的な工事の場合、ファミリータイプは500円（税込550円）を36カ月間、マンションタイプは初回650円（税込715円）、2回目
から36回目まで410円（税込451円）となります。ただし分割払いを選択しても、無派遣工事となった場合は一括払いとなります。土日休日工事等の追加工事費は初回にまと
めて請求します。分割払いが完了する前にビッグローブ光を解約した場合、ビッグローブ光解約時に残額を一括して請求します。

●「ビッグローブ光電話」、「ビッグローブ光テレビ」をお申し込みの場合、別途初期費用、工事費用がかかります。初期費用や工事費用は、お住まいの設備状況や工事内容に
より異なります。詳しくは中面の補足事項をご確認ください。



2

【お申し込み後の流れ】

＊1 お客さまがご利用の光回線によって、回線工事が必要な場合があります。回線工事が必要な場合は、別途工事費用がかかります。
＊2 工事にお客さまの立ち会いが必要な場合があります。
＊3 解約手続きのタイミングによっては、それまでにご利用になっていたプロバイダの月額利用料金とビッグローブ光の月額利用料金が重複して発生する場合があります。
＊4 光コラボレーション事業者によってはお客さまご自身でのお手続きが不要な場合があります。

補足事項

BIGLOBEから契約内容や接続設定などが掲載された入会資料（「BIGLOBE会員証」または「BIGLOBE接続ID通知書」）をお送りします。

工事担当者が光回線の導入工事に伺いま
す。＊2光回線の開通工事

BIGLOBEから「ビッグローブ光 開通のご案内」を郵送いたします。
工事予定日と工事予定時間帯、「派遣工事」か「無派遣工事」のどちらかが記載されています。「開通のご案内」のお届け

KDDIからご案内の書面が届き次第、Webまたは書面で支払方法の登録をしてください。
※口座振替、自動払込の場合は手数料200円（税込220円）が毎回かかります。支払方法を登録しないと請求書払いとなり、手数料300円（税込
330円）が毎回かかります。

支払方法の登録

接続に必要な機器をご用意のうえ、お客さ
まにて配線を行ってください。

お客さまご自身で現在ご契約中のプロバイ
ダの解約手続きを行ってください。＊3

ご家庭内の配線

BIGLOBE、または販売店にて工事予定日を
調整いたします。工事予定日の調整

「BIGLOBE会員証」または「BIGLOBE接続ID通知書」に記載された「ユーザー名」と「接続パスワード」を確認のうえ、
お客さまにて接続機器やパソコンの設定を行ってください。
※設定方法は「BIGLOBE会員証」または「BIGLOBE接続ID通知書」内の接続設定ページをご覧ください。
※回線転用または事業者変更で、BIGLOBEサービスをすでにご利用のお客さまは設定不要です。

接続設定

プロバイダの解約
お客さまご自身で現在ご利用中の光コラボ
レーション事業者にご確認のうえ、解約の
手続きを行ってください。＊4

ご利用開始

回線転用でお申し込み＊1
（現在、フレッツ光をご利用中の場合）

入会資料のお届け

事業者変更でお申し込み
（現在、他社コラボ光回線をご利用中の場合）

回線新規でお申し込み
現在、フレッツ光や他社コラボ光回線

を利用していない場合 （（

【定期利用期間、違約金について】
●ビッグローブ光（3年プラン）は、「契約開始日」から「課金開始月を１カ月目として36カ月目の末日まで」を定期利用期間として提供します。
お客さまより解約のお申し出がない限り、以降36カ月ごとに定期利用期間が自動更新されます。
●定期利用期間の最終月とその翌月および翌々月の違約金不要期間を除き、本サービス解約時に当月の月額料金に加えて、ファミリータイプ
4,230円(不課税)、マションタイプ3,360円(不課税)の違約金がかかります。

●月の途中で解約された場合、解約月の月額料金は全額かかります。（日割りは行いません）

定期利用期間について

※フレッツ光の品目変更を伴わない回線転用の場合は、『契約開始月』と『課金開始月』は同月になります。それ以外の場合は、『契約開始月』の翌月が『課金開始月』となります。

契約開始月 次の3年間課金開始月から3年間

自動更新

契約開始日

違約金がかかります。 違約金がかかります。 違約金がかかります。

自動更新

違約金不要期間
定期利用期間の最終月と
翌月、翌々月（3カ月間）

違約金不要期間
定期利用期間の最終月と
翌月、翌々月（3カ月間）
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