
コスモテレコムひかり電話サービス契約約款（別紙料表） 

2021年4月1日現在 

(用語の定義） 

本契約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

(用語の説明） 
 

ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話 
サービス名 契約単位 サービス内容 

通話中着信サービス 回線 契約しているチャネルが全て通話中に着信があった場合、着信通知音を送出するサービス。契
約者のフック操作により、着信通知音で入った相手との通話が可能となる。 

着信転送サービス 番号 かかってきた通話を他の電話番号へ転送するサービス。 

発信者番号通知 回線 発信者から通知された電話番号を表示するサービス。 

番号リクエスト 回線 
発信電話番号が非通知で着信があった場合、着信を拒否するサービス。なお、発信者へは発 
信電話番号の通知を促すガイダンスを送出する。 

迷惑電話拒否サービス 回線/番号 
迷惑電話を受けた直後に、登録操作を行うことにより、同じ電話番号からの着信を拒否する 
サービス。 

複数チャネルサービス 

「ダブルチャネル」 

チャネル 同時に複数の通信を利用可能とするサービス。 

追加番号サービス 

「マイナンバー」 
番号 ひかり電話１契約で、複数の電話番号を利用可能とするサービス。 

着信転送サービス 番号 着信情報を、指定のメールアドレスに通知するサービス。 

FAXお知らせメール 番号 エンドユーザ様の代わりにFAXを受信し、受信情報を指定のメールアドレスに通知するサービス。
受信したFAXはパソコン等からログインして、閲覧、ダウンロードが可能。 

専用通話サービス 
着信課金

番 
号 

0120又は0800で始まる番号を利用し、その番号に発信された通話料を本サービスの契約者 
である着信者に課金するサービス。 

特定番号通知機能 番号 着信課金サービスの契約回線から電話をかけた際に、相手の方に対し、一般の電話番号では
なく、着信課金サービス番号を通知するサービス。 

テレビ電話 回線 ひかり電話でＴＶ電話を利用可能とするサービス。月額利用料は無料。 

ひかり電話＃ダイヤル 
♯ダイヤル

番号 
＃と４桁の数字の番号をダイヤルすることで、契約者が指定する電話番号へ着信できるサービ 
ス。 

データ通信サービス 回線 
０AB～J番号を利用して接続先を指定することで、帯域確保型のデータ通信が利用可能な 
サービス。 

高音質電話 回線 
標準音質の音声通話（3.4kHz帯域）に比べ、約2倍の帯域（7kHz）を利用した高音質 
な音声通話が可能なサービス。 

一括転送機能 回線 利用中の電話番号を一括で登録済みの転送先へ着信させることができるサービス。 

故障・回復通知機能 回線 
一括転送機能のオプションとして回線状態を常時監視し、着信できない場合はユーザーへの 
メール通知および一括転送起動できるサービス。 

事業所間通話定額 チャネル 
同一エンドユーザ様間で、複数の拠点で利用しているひかり電話ｵﾌｨｽエースをグループ登録する
ことにより、音声通話が無料となるサービス。 

グループ内通話ｻｰﾋﾞｽ 
回線追
加番号 

コスモテレコムひかり電話オフィスエースの同一契約者で構成する同一内線グループにおいて、エ
ンドユーザ様番号（事業所番号＋内線番号）により接続できるサービス。 



(料金の計算方法等） 
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。     

ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 
2 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金をその利用日数に応じて日割します。  
(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供を開始（付加機能についてはその提供の開始）したとき。 
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止等があったとき。 
(3) 料金月の初日に本サービスの提供の開始（付加機能についてはその提供の開始等）があり、その日にその契約の解除又は

付加機能の廃止等があったとき。 
(4) 料金月の初日以外の日にチャネル数の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の

月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。 
(5) 第28条（基本料金の支払義務）第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(6)5の規定に基づく起算日の変更があったとき 

3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第28条（基本料金の支払義務）第2項第3号の表
の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。 

4 通信料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、1の規定にかかわらず、2以
上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを
請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。 

5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。     
(端数処理） 
6 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。      
(料金等の支払い） 
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において、支払ってい

ただきます。 
8 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。なお、当社が

請求する料金又は工事に関する費用について、契約者が請求書払いを希望される場合は、送付代として、150円/1請求書
の手数料を頂きます。 

(料金の一括後払い） 
9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめ

て支払っていただくことがあります。 
(前受金） 
10 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定      

める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付さないことを条件として預かること     
とします。 

(消費税相当額の加算） 
11 第28条（基本料金の支払義務）から第31条（工事費の支払義務）の規定、第51条（番号案内）の規定その他

この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に    
定める額とします。 
ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。 

（注）11において、この料金表に定める額とされているものは、税込価格（消費税相当額を加算した額をいいます）によるもの
とします。 

（注）本約款の定めにより支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した     
額と異なる場合があります。 

(料金等の臨時減免） 
12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に    

関する費用を減免することがあります。 



（初期費用） 
【ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話/ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話オフィス／ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話オフィスエースプラン】 【単位:円（税込）】 

 

工  事  区 分 単 位 料金 記 事 
交換機工事のみ １工事ごと 1,100 ・無派遣工事の場合 
基本機能 １アクセス回線ごと 1,100  

付
加

料 

発信者番号通知 １利用回線ごと 1,100  

番号リクエスト １利用回線ごと 1,100  

着信転送サービス １番号ごと 1,100  

迷惑電話拒否サービス 
１利用回線または 

1,100 
 

１番号ごと 
着信お知らせメール １番号ごと 1,100  

ＦＡＸお知らせメール １番号ごと 1,100  

追加番号サービス １番号ごと 770  

複数チャネルサービス １利用回線ごと 1,100 
・ひかり電話サービスと同時 
工事の場合は無料 

事業所間通話定額 １チャネルごと - 
ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話エース 
利用不可 

 

 
着
信
課
金 

基本機能 １着信課金番号ごと 1,100  

複数回線管理機能 １着信課金番号ごと 1,100  

発信地域振分機能 １契約回線ごと 1,100  

話中時迂回機能 １迂回グループごと 1,100  

着信振分接続機能 １振分グループごと 1,100  

受付先変更機能 １受付変更元ごと 1,100  

時間外案内機能 １番号ごと 1,100  

カスタマコントロール機能 １着信課金番号ごと -  

特定番号通知 １番号ごと 1,100  

 

グループ内通話サービス 
基本利用料 １契約回線ごと 3,850 

オフィスエースプランのみ利 
用可能 

追加事業者番号 追加事業所番号ごと 2,200 オフィスエースプランのみ利 
用可能 

ひかり電話 
＃ダイヤル 

東日本利用型 
＃ダイヤル番号ごと 

1,100  

ブロック内利用型 1,100  

特
定
番
号
通
信
許

可

 

発着信制御利用料 制御する番号ごと 1,100  

 

許可番号リスト利用料 

１ブロックプラン 最大２０件 1,100 
 

５ブロックプラン 最大１００件 1,100  

２５ブロックプラン 最大５００件 1,100  

５０ブロックプラン 最大１０００件 1,100  

６００ブロックプラン 最大１２０００件 1,100  

一括転送機能 １利用回線ごと 1,100 
オフィスエースプランのみ利 
用可能 

故障回復通知機能 １利用回線ごと 1,100 
オフィスエースプランのみ利 
用可能 

同番移行 １番号ごと 2,200  

契約者番号変更（改番） １番号ごと 2,750  

発信電話番号表示の変更 １番号ごと 770  

ひかり電話対応ホームゲートウェイ設置費 ※２ １装置 1,650 
ひかり電話の場合に利用 ひかり電話対応ホームゲートウェイ設定費 １装置 1,100 

ひかり電話オフィス対応ゲートウェイ（４チャネル用） １装置ごと 8,800 ・オフィスエースプランのみ
利用可能 
・ビジネスホン直収の場合
はビジネスホン側工事のた 
め不要 

 

ひかり電話オフィス対応ゲートウェイ（８チャネル用） 
 

１装置ごと 
 

10,450 

※１「コスモテレコム光」と同時工事の場合は基本工事費は不要となります。 
※２「コスモテレコム光」電話対応型ホームゲートウェイ（設置費）は「コスモテレコム光」の回線終端装置工事と同時に工事する場合      

は無料です。 
(備考）お客様宅内での工事費（基本工事費（4,950円）、時刻指定工事費は除きます）の合計額が31,900円を超     

える場合は31,900円までごとに「加算額:3,850円」が発生します。 



（月額費用） 
【コスモテレコムひかり電話】                【単位:円（税込）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※コスモテレコムひかり電話の基本機能は１チャネル、１番号の利用となります

チャネルとは、１契約で同時に通話ができる回線数となります。 

※ユニバーサル通信料の料金は毎年度算定される為変更される場合があります。 

 

工  事  区 分 料金 単 位 
月額利用料に含 

まれる付加サービス 
コスモテレコムひかり電話 550 １契約ごと - 

付
加

料 

発信者番号通知 440 １利用回線ごと - 
番号リクエスト 220 １利用回線ごと - 
通話中着信サービス 330 １利用回線ごと - 
着信転送サービス 550 １番号ごと - 
迷惑電話拒否サービス 220 １利用回線または１番号ごと - 
着信お知らせメール 110 １番号ごと - 
FAXお知らせメール 110 １番号ごと - 
追加番号サービス「マイナンバー」 110 １番号ごと - 
複数チャネル（ダブルチャンネル） 220 １利用回線ごと - 
事業所間通話定額 440 １チャネルごと - 
テレビ電話 － １利用回線ごと ○ 
高音質電話 － １利用回線ごと ○ 
データ通信サービス － １利用回線ごと ○ 

 

 
着
信
課
金 

基本機能 1,100 １着信課金番号ごと - 
複数回線管理機能 1,100 １着信課金番号ごと - 
発信地域振分機能 385 １契約回線ごと - 
話中時迂回機能 880 １迂回グループごと - 
着信振分接続機能 770 １振分グループごと - 
受付先変更機能 1,100 １受付変更元ごと - 
時間外案内機能 715 １番号ごと - 
カスタマコントロール機能 － １着信課金番号ごと - 
特定番号通知 110 １番号ごと - 

ひかり電話＃ダイヤル 
西日本・東日本利用型 16,500 

＃ダイヤル番号ごと 
- 

ブロック内利用型 11,000 - 

特
定
番
号
通
信
許 

 

可

 

発着信制御利用料 550 制御する番号ごと - 

 
許可番号リスト利用料 

１ブロックプラン 110 最大２０件 - 
５ブロックプラン 550 最大１００件 - 
２５ブロックプラン 1,650 最大５００件 - 
５０ブロックプラン 2,200 最大１０００件 - 
６００ブロックプラン 11,000 最大１２０００件 - 

その他料金 重複掲載料金 550 
電話帳１発行の１重複掲載
あたり - 

機器使用料 
ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話対応ﾎｰﾑゲートウェイ（戸建） － １装置ごと  

ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話対応ﾎｰﾑゲートウェイ（集合） 495 １装置ごと  

ユニバーサル通信料 3.3 １電話番号ごと - 

 

 



【コスモテレコムひかり電話エース】 【単位:円（税込）】 
 

 

サービス名 
月額料金 

コスモテレコムひかり電話 
月額利用料に含ま 
れる付加サービス 

コスモテレコムひかり電話エース  

 
1,650 

１契約ごと  

 
○ 

 

 

 

 

 

 

 
 
付
加
サ
ー
ビ
ス
料 

 
基
本
機
能 

発信者番号通知 １利用回線ごと 
番号リクエスト １利用回線ごと 
通話中着信サービス １利用回線ごと 
着信転送サービス １番号ごと 

迷惑電話拒否サービス 
１利用回線または１番 
号ごと 

着信お知らせメール １番号ごと 
FAXお知らせメール 110 １番号ごと - 
追加番号サービス「マイナンバー」 110 １番号ごと - 
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 220 １利用回線ごと - 
無料通話分４８０円分の通話（最大３時間相当）１ヶ月繰越可能 ○ 
テレビ電話 ― １利用回線ごと ○ 
高音質電話 ― １利用回線ごと ○ 
データ通信サービス ― １利用回線ごと ○ 

 

 
着
信
課
金 

基本機能 1,100 １着信課金番号ごと - 
複数回線管理機能 1,100 １着信課金番号ごと - 
発信地域振分機能 385 １契約回線ごと - 
話中時迂回機能 880 １迂回グループごと - 
着信振分接続機能 770 １振分グループごと - 
受付先変更機能 1,100 １受付変更元ごと - 
時間外案内機能 715 １番号ごと - 
カスタマコントロール機能 - １着信課金番号ごと - 
特定番号通知 110 １番号ごと - 

ひかり電話＃ダイヤル 
西日本・東日本利用型 16,500 

＃ダイヤル番号ごと 
- 

ブロック内利用型 11,000 - 

特
定
番
号
通
信

許
可

 

発着信制御利用料 550 制御する番号ごと - 

 
許可番号リスト利用料 

１ブロックプラン 110 最大２０件 - 
５ブロックプラン 520 最大１００件 - 
２５ブロックプラン 1,650 最大５００件 - 
５０ブロックプラン 2,200 最大１０００件 - 
６００ブロックプラン 11,000 最大１２０００件 - 

その他料金 重複掲載料金 550 
電話帳１発行の１重複 
掲載あたり - 

機器使用料 
ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話対応ホームゲートウェイ（戸建） - １装置ごと  

ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話対応ホームゲートウェイ（集合） 495 １装置ごと  

ユニバーサル通信料 3.3 １電話番号ごと - 
 

※コスモテレコムひかり電話エースの基本機能は１チャネル、１番号の利用に加え無料通話528円（１ヶ月繰越可能）、
付加サービスとして６つの付加サービスが含まれます。（発信者番号通知、番号リクエスト、通話中着信サービス、着信転送サー
ビス、迷惑電話拒否サービス、着信お知らせメール）チャネルとは、１契約で同時に通話ができる回線数となります。 
※コスモテレコムひかり電話エースからコスモテレコムひかり電話への変更する際は、無料通話定額料の日割計算はありません。 
変更月の月末利用通話分まで無料通話・割引の対象です。この場合、月額利用料（基本料）は日割計算の対象とな       
ります。 
※ コスモテレコムひかり電話からコスモテレコムひかり電話エースへの変更の際は、無料通話定額料は翌月からの適用と
なります。この場合、月額利用料（基本料）の日割計算はございません。 
※通話料金は加入電話、INSネッ卜、ひかり電話および法人向けひかり電話への通話が对象です。 
（災害募金番組、携帯電話への通話やデータ 接続通信などは対象外）。 
月額利用料に含まれる通話料は、音声・通話3分８.8円、利用帯域2.6Mbpsまでのテレビ電話3分16.5円、利用帯域
2.6Mbpsを超えるテレビ電話3分110.0円で計算し、ご利用開始月の翌月から適用となります。 
翌月に使い切らなかった場合、無効となります。 
プランの変更およびひかり電話の解約時は、繰り越した通話料分は無効となります。 
NTT東のひかり電話Ａ(エース〉から転用された場合、転用前の無料通話については、転用時に無くなり操越しいたしません。 
※機器使用料・ユニバーサル通信料はコスモテレコムひかり電話においても同じとなります。 
※ユニバーサル通信料の料金は毎年度算定される為変更される場合があります。 



【ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話ｵﾌｨｽ】 【単位:円（税込）】 
 

 

 
サービス名 

月額料金 
 

コスモテレコムひかり電話 月額利用料に含ま
れる付加サービス 

コスモテレコムひかり電話オフィス 1,430 １契約ごと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
付
加
サ
ー
ビ
ス
料 

発信者番号通知 1,320 １利用回線ごと  

番号リクエスト 660 １利用回線ごと  

着信転送サービス 550 １番号ごと  

迷惑電話拒否サービス 220 1利用回線または１番号ごと  

着信お知らせメール 110 １番号ごと  

FAXお知らせメール 110 １番号ごと - 
追加番号サービス「マイナンバー」 110 １番号ごと - 
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 440 １利用回線ごと - 
事業所間通話定額 440 １チャネルごと - 
テレビ電話 ― １利用回線ごと ○ 
高音質電話 ― １利用回線ごと ○ 
データ通信サービス ― １利用回線ごと ○ 

 

 

着
信
課
金 

基本機能 1,100 １着信課金番号ごと - 
複数回線管理機能 1,100 １着信課金番号ごと - 
発信地域振分機能 385 １契約回線ごと - 
話中時迂回機能 880 １迂回グループごと - 
着信振分接続機能 770 １振分グループごと - 
受付先変更機能 1,100 １受付変更元ごと - 
時間外案内機能 715 １番号ごと - 
カスタマコントロール機能 - １着信課金番号ごと - 
特定番号通知 110 １番号ごと - 

ひかり電話#ダイヤル 
西日本・東日本利用型 16,500 

＃ダイヤル番号ごと 
- 

ブロック内利用型 11,000 - 

特
定
番
号
通
信

許
可

 

発着信制御利用料 550 制御する番号ごと - 

 

許可番号リスト利用料 

１ブロックプラン 110 最大２０件 - 

５ブロックプラン 550 最大１００件 - 
２５ブロックプラン 1,650 最大５００件 - 
５０ブロックプラン 2,200 最大１０００件 - 
６００ブロックプラン 11,000 最大１２０００件 - 

その他料金 重複掲載料金 550 電話帳1発行の１重複掲載 
あたり - 

 

機器使用料 

コスモテレコム光エース対応ゲートウェイ 
1,100 1装置 

 
（４チャネル用） 
コスモテレコム光エース対応ゲートウェイ 

1,650 1装置 
 

（8チャネル用） 
ユニバーサル通信料 3.3 １電話番号ごと - 

 

※コスモテレコムひかり電話オフィスの基本機能は3チャネル、1番号が利用できます。（最大利用は３２番号８チャネル）     
チャネルとは、１契約で同時に通話ができる回線数となります 

※ユニバーサル通信料の料金は毎年度算定される為変更される場合があります。 



【コスモテレコムひかり電話オフィスエース】 【単位:円（税込）】 
 
 

サービス名 
月額料金 

コスモテレコムひかり電話 
月額利用料に含まれ 

る付加サービス 
コスモテレコムひかり電話オフィスエース  

 

1,210 

１契約ごと  

 
○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
付
加
サ
ー
ビ
ス
料 

 
基
本
機
能 

発信者番号通知 1利用回線ごと 
番号リクエスト 1利用回線ごと 
通話中着信サービス 1番号ごと 
着信転送サービス 1利用回線または１番号ごと 
迷惑電話拒否サービス １チャネルごと 

追加番号サービス「マイナンバー」 110 1番号ごと - 
複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 1100 1利用回線ごと - 
着信お知らせメール 110 1番号ごと - 
テレビ電話 ― 1利用回線ごと ○ 
高音質電話 ― 1利用回線ごと ○ 
データコネクト ― 1利用回線ごと ○ 

 

 
 

着
信
課
金 

基本機能 1,100 1着信課金番号ごと - 
複数回線管理機能 1,100 1着信課金番号ごと - 
発信地域振分機能 385 1契約回線ごと - 
話中時迂回機能 880 １迂回グループごと - 
着信振分接続機能 770 １振分グループごと - 
受付先変更機能 1,100 １受付変更元ごと - 
時間外案内機能 715 １番号ごと - 
カスタマコントロール機能 - 1着信課金番号ごと - 
特定番号通知 110 １番号ごと - 

グループ内通話サービス 
基本利用料 3,850 1契約回線ごと - 
追加事業者番号 2,200 追加事業所番号ごと - 

 

ひかり電話#ダイヤル 
西日本・東日本利用型 16,500 

 

＃ダイヤル番号ごと 
- 

ブロック内利用型 11,000 - 

特
定
電
話
通
信

許
可

 

発着信制御利用料 550 制御する番号ごと - 

 
許可番号リスト利用料 

１ブロックプラン 110 最大２０件 - 
５ブロックプラン 550 最大１００件 - 
２５ブロックプラン 1,650 最大５００件 - 
５０ブロックプラン 2,200 最大１０００件 - 
６００ブロックプラン 11,000 最大１２０００件 - 

一括転送機能 3,300 1契約ごと - 
故障回復通知機能 3,300 1契約ごと - 

その他料金 重複掲載料金 550 
電話帳１発行ごと 

- 
１掲載あたり 

 
 

機器使用料 

コスモテレコム光エース対応ゲートウェイ 
1,100 1装置 

 
（４チャネル用） 
コスモテレコム光エース対応ゲートウェイ 

1,650 1装置 
 

（８チャネル用） 
コスモテレコム光エース対応ゲートウェイ 

5,940 1装置 
 

（23チャネル用） 
ユニバーサル通信料 3.3 １電話番号ごと - 

 

※コスモテレコムひかり電話オフィスエースの基本機能は１チャネル、１番号の利用（最大は7000番号、32チャネル）に加え     
付加サービスとして５つの付加サービスが含まれます。（発信者番号通知、発信者番号リクエスト、着信転送サービス、
迷惑 電話拒否サービス、事業所間通話定額は同一契約名義でご利用の場合、事業所間の音声通話料は無料とな
るサービスです。ただし、ＮＴＴ東西間を跨ぐグループ登録は行えません。 
チャネルとは、１契約で同時に通話ができる回線数となります。 

 

※ユニバーサル通信料の料金は毎年度算定される為変更される場合があります。 



（通話料・通信料金） 
 

【ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話・ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話エース】 

 

【単位:円（税込）】 

コスモテレコムひかり電話・コスモテレコムひかり電話エースの通話

料・通信料 

料金 

ひかり電話、加入電話、INSﾈｯﾄ、 県内通話 (3分） 8.8 

他社ﾄﾞﾗｲｶｯﾊﾟ、他社IP電話への通話 県間通話（3分） 8.8 

携帯電話への通話 
グループ1-A(60 秒) 17.6 
グループ1-B(60 秒) 19.3 
グループ1-D(3 分) 11.9 

他社050IP電話への通話 
グループ2-A(3 分) 11.4 
グループ2-B(3 分) 11.6 
グループ2-C(3 分) 11.9 

PHS への通話 
区域内(60 秒) 11 
～160ｋｍ(45 秒) 11 
160ｋｍ超(36 秒) 11 

ポケベル ポケットベル通信 (東:45秒、西40秒） 16.5 

 

データコネクト 

利用帯域64Kbpsまで(30秒) 1.1 

利用帯域64Kbps超～512Kbpsまで(30秒) 1.7 

利用帯域512Kbps超～1Mbpsまで(30秒) 2.2 

 

テレビ電話で通話 

テレビ電話通信（FOMA通信/映像移動体）(60 秒) 33 

利用帯域2.6Mbps まで（SD品質）(３分) 16.5 

利用帯域2.6Mbps 超（HD品質）(３分) 110 
ユニバーサルサービス料金 3.3 

 
 

グループ１－A  :株式会社ＮＴＴドコモ 、ソフトバンク株式会社（旧 ワイモバイル株式会社） 

グループ１－B : 沖縄セルラー電話株式会社、 ＫＤＤＩ株式会社、 ソフトバンク株式会社 

グループ１－D  : 株式会社ＮＴＴドコモ（ワンナンバー機能により着信する場合） 
グループ２－A :株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー 
グループ２－B :株式会社STNet、株式会社QTnet、株式会社オプテージ、ソフトバンク株式会社 

（旧 ワイモバイル株式会社）、中部テレコミュニケーション株式会社、楽天モバイル株式会社、 
株式会社NTTぷらら、東北インテリジェント通信株式会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 

グループ２－C : エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社（旧ソフトバンクテ
レコム株式会社）、楽天モバイル株式会社、アルテリア・ネットワークス株式会社、 
ZIP Telecom株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、Coltテクノロジーサービス株式会社、
株式会社アイ・ピー・エス 

 
※ユニバーサル通信料の料金は毎年度算定される為変更される場合があります。 



（通話料・通信料金） 
 

【コスモテレコムひかり電話ｵﾌｨｽ・ｺｽﾓﾃﾚｺﾑひかり電話ｵﾌｨｽｴｰｽ】 【単位:円（税込）】 
 

コスモテレコムひかり電話オフィス・コスモテレコムひかり電話オフィスエースの通話料・通信料 料金 

ひかり電話、加入電話、INSﾈｯﾄ、 県内通話 (3分） 8.8 ※1 
他社ﾄﾞﾗｲｶｯﾊﾟ、他社IP電話への通話 県間通話（3分） 8.8 ※2 

 

携帯電話への通話 
グループ1-A(60 秒) 17.6 
グループ1-B(60 秒) 19.3 
グループ1-D(3 分) 11.9 

 

他社IP 電話（050 番号）への通話 
グループ2-A(3 分) 11.4 
グループ2-B(3 分) 11.6 
グループ2-C(3 分) 11.9 

 

PHS への通話 
区域内(60 秒) 11 

～160ｋｍ(45 秒) 11 
160ｋｍ超(36 秒) 11 

ポケベル ポケベルへの通信 （東:45秒、西:40秒） 16.5 

 
データコネクト 

利用帯域64Kbpsまで(30秒) 1.1 

利用帯域64Kbps超～512Kbpsまで(30秒) 1.7 

利用帯域512Kbps超～1Mbpsまで(30秒) 2.2 

 
テレビ電話で通話 

テレビ電話通信（FOMA通信/映像移動体）(60 秒) 33 

利用帯域2.6Mbbs まで（SD品質）（3分） 16.5 

利用帯域2.6Mbbs 超（HD品質）（３分） 110 
ユニバーサルサービス料金 3.3 

 

グループ１－A  :株式会社ＮＴＴドコモ 、ソフトバンク株式会社（旧 ワイモバイル株式会社） 
グループ１－B : 沖縄セルラー電話株式会社、 ＫＤＤＩ株式会社、 ソフトバンク株式会社 

グループ１－D  : 株式会社ＮＴＴドコモ（ワンナンバー機能により着信する場合） 
グループ２－A :株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー 
グループ２－B :株式会社STNet、株式会社QTnet、株式会社オプテージ、ソフトバンク株式会社 

（旧 ワイモバイル株式会社）、中部テレコミュニケーション株式会社、楽天モバイル株式会社、 
株式会社NTTぷらら、東北インテリジェント通信株式会社、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 

グループ２－C : エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社（旧ソフトバンクテ
レコム株式会社）、楽天モバイル株式会社、アルテリア・ネットワークス株式会社、 
ZIP Telecom株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、Coltテクノロジーサービス株式会社、
株式会社アイ・ピー・エス 

 

※１ コスモテレコムひかり電話オフィスエース プラン２の場合の料金となります。プラン１の場合は 6.6円 
※２ コスモテレコムひかり電話オフィスエース プラン２の場合の料金となります。プラン１の場合は 11円 

※ユニバーサル通信料の料金は毎年度算定される為変更される場合があります。 



（通話料・通信料金） 

（コスモテレコムひかり電話 国際通話料金表） 
 

(60 秒) 【単位:円（税込）】 

 

 

国名 国際通話料 
キプロス共和国 49.5
マレーシア 33
インドネシア共和国 49.5
フィリピン共和国 38.5
シンガポール共和国 33
タイ王国 49.5
東ティモール民主共和国 138.6
ブルネイ・ダルサラーム島 68.2
大韓民国 33
ベトナム社会主義共和国 93.5
朝鮮民主主義人民共和国 141.9
香港 33
マカオ 60.5
カンボジア王国 99
ラオス人民民主共和国 115.5
中華人民共和国 33
バングラデシュ人民共和国 77
台湾 33
インド 88
パキスタン・イスラム共和国 77
アフガニスタン・イスラム共和国 176
スリランカ民主社会主義共和国 82.5
ミャンマー連邦共和国 99
モルディブ共和国 115.5
レバノン共和国 123.2
ヨルダン・ハシェミット王国 121
シリア・アラブ共和国 121
イラク共和国 247.5
クウェート国 88
サウジアラビア王国 88
イエメン共和国 154
オマーン国 88
パレスチナ 33
アラブ首⾧国連邦 55
イスラエル国 33
バーレーン王国 88
カタール国 123.2
ブータン王国 77
モンゴル国 66
ネパール連邦民主共和国 116.6
イラン･イスラム共和国 88
アメリカ合衆国 9.9
カナダ 11
バハマ国 38.5
バルバドス 82.5
アンギラ 88
アンティグア・バーブーダ 88
英領バージン諸島 60.5
米領バージン諸島 22
ケイマン諸島 77
バミューダ諸島 55
セントビンセント及びグレナディーン諸島 88
プエルトリコ 44
ドミニカ共和国 38.5
トリニダード・トバコ共和国 60.5
ジャマイカ 82.5
アルバ 88
フォークランド諸島 209
ベリーズ 60.5
グアテマラ共和国 55



（通話料・通信料金） 

（コスモテレコムひかり電話 国際通話料金表） 
 

(60 秒) 【単位:円（税込）】 

 

 

国名 国際通話料 
エルサルバドル共和国 66
ホンジュラス共和国 71.5
ニカラグア共和国 60.5
コスタリカ共和国 38.5
パナマ共和国 60.5
サンピエール島・ミクロン島 55
ハイチ共和国 82.5
ペルー共和国 60.5
メキシコ合衆国 38.5
キューバ共和国 123.2
アルゼンチン共和国 55
ブラジル連邦共和国 33
チリ共和国 38.5
コロンビア共和国 49.5
べネズエア・ボリバル共和国 55
グアドループ島 82.5
ボリビア多民族国 60.5
エクアドル共和国 66
フランス領ギアナ 55
パラグアイ共和国 66
マルチニーク島 60.5
スリナム共和国 88
ウルグアイ東方共和国 66
オランダ領アンティール 77
サイパン 33
グアム 22
米領サモア 55
ハワイ 9.9
オーストラリア連邦 22
ニュージーランド 27.5
ノーフォーク島 86.9
ナウル共和国 121
パプアニューギニア独立国 55
トンガ王国 115.5
ソロモン諸島 174.9
バヌアツ共和国 174.9
フィジー共和国 55
パラオ共和国 110
フランス領ワリス・フチュナ諸島 253
クック諸島 170.5
サモア独立国 88
キリバス共和国 170.5
ニューカレドニア 110
ツバル 132
フランス領ポリネシア 55
トケラウ諸島 174.9
ミクロネシア連邦 86.9
マーシャル諸島共和国 121
フェロー諸島 82.5
グリーンランド 100.1
ギリシャ共和国 38.5
オランダ王国 22
ベルギー王国 22
フランス共和国 22
スペイン 33
ジブラルタル 99
ポルトガル共和国 38.5
ルクセンブルク大公国 38.5
アイルランド 22



（通話料・通信料金） 

（コスモテレコムひかり電話 国際通話料金表） 
 

(60 秒) 【単位:円（税込）】 

 

 

国名 国際通話料 
アイスランド共和国 77
アルバニア共和国 132
マルタ共和国 77
フィンランド共和国 33
ブルガリア共和国 88
ハンガリー共和国 38.5
リトアニア共和国 66
ラトビア共和国 99
エストニア共和国 88
アルメニア共和国 222.2
ベラルーシ共和国 88
アンドラ公国 45.1
モナコ公国 27.5
サンマリノ共和国 66
ウクライナ 55
セルビア共和国 132
モンテネグロ 132
クロアチア共和国 111.1
スロベニア共和国 110
ボスニア・ヘルツェゴビナ 66
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 88
イタリア共和国 22
ルーマニア 66
スイス連邦 44
チェコ共和国 49.5
スロバキア共和国 49.5
リヒテンシュタイン公国 33
オーストリア共和国 33
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 22
デンマーク王国 33
スウェーデン王国 22
ノルウェー王国 22
ポーランド共和国 44
ドイツ連邦共和国 22
ロシア 49.5
トルコ共和国 49.5
タジキスタン共和国 66
トルクメニスタン 121
アゼルバイジャン共和国 77
グルジア 111.1
キルギス共和国 154
ウズベキスタン共和国 110
カザフスタン共和国 77
エジプト・アラブ共和国 82.5
モロッコ王国 77
アルジェリア民主人民共和国 139.7
チェニジア共和国 77
リビア 77
ガンビア共和国 126.5
セネガル共和国 137.5
モーリタニア・イスラム共和国 88
マリ共和国 60.5
ギニア共和国 77
コートジボワール共和国 88
ブルキナファソ 88
ニジェール共和国 77
トーゴ共和国 121
ベナン共和国 88
モーリシャス共和国 77



（通話料・通信料金） 

（コスモテレコムひかり電話 国際通話料金表 (60 秒) 【単位:円（税込）】 

 

 

国名 国際通話料 
リベリア共和国 82.5
シエラレオネ共和国 192.5
ガーナ共和国 77
ナイジェリア連邦共和国 88
チャド共和国 275
カメルーン共和国 88
カーボヴェルデ共和国 82.5
サントメ・プリンシペ民主共和国 220
赤道ギニア共和国 132
ガボン共和国 77
コンゴ共和国 165
コンゴ民主共和国 82.5
アンゴラ共和国 49.5
スーダン共和国 137.5
ルワンダ共和国 137.5
エチオピア連邦民主共和国 165
ソマリア民主共和国 137.5
ジブチ共和国 137.5
ケニア共和国 82.5
タンザニア連合共和国 88
ウガンダ共和国 55
ブルンジ共和国 77
モザンビーク共和国 139.7
ザンビア共和国 77
マダガスカル共和国 176
レユニオン 77
マイヨット島 165
ジンバブエ共和国 77
ナミビア共和国 88
マラウイ共和国 139.7
レソト王国 77
ボツワナ共和国 82.5
スワジランド王国 49.5
コモロ連合 88
南アフリカ共和国 82.5
エリトリア国 137.5
南スーダン共和国 137.5
インマルサット－Ｂ 337.7
インマルサット－Ｍ 399.3
インマルサット－Ｂ－ＨＳＤ 770
インマルサット－エアロ 770
インマルサット－ＢＧＡＮ／ＦＢＢ 229.9
インマルサット－ＢＧＡＮ－ＨＳＤ／ＦＢＢ－ＨＳＤ 770
インマルサット－Ｍ４－ＨＳＤ／Ｆ-ＨＳＤ 770
インマルサット－ミニＭ／フリート／Ｍ４ 229.9
イリジウム 275
スラーヤ 192.5
 

 


