
 

News Release 

平成27年1月28日 

株式会社U-NEXT 

U-NEXT、NTT東日本・NTT西日本光コラボレーションモデルに参入で新プラン 

「U-NEXT光 & スマホ コラボレーション」を提供開始。 

「スーパーファミリーバリュー」プランで家族でもっとお得に。 

 株式会社U-NEXT（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宇野 康秀、以下「当社」）は、NTT東日本・NTT西日本か

らの光回線卸「光コラボレーションモデル」の開始を受け、平成27年2月1日より当社ブランドの光回線、「U-NEXT光」

（http://bb.unext.co.jp）の提供を開始いたします。 

 また、当社が提供する格安モバイルデータ通信サービス「U-mobile」（http://umobile.jp）と組み合わせた「U-NEXT光＆ス

マホ コラボレーション」も併せて提供開始いたします。 

 

 「U-NEXT光」と「U-mobile」を融合させた「U-NEXT光＆スマホ コラボレーション」では、家族みんなでご加入いただくと「スーパー

ファミリーバリュー」プランでもっとお得にご利用いただけます。 

    

■「U-NEXT光 & スマホ コラボレーション」「スーパーファミリーバリュー」とは 

「U-NEXT光 & スマホ コラボレーション」は、光回線「U-NEXT光」とモバイル通信「U-mobile」を合わせて利用いただくことで、

月額利用料が割り引かれるプランです。「スーパーファミリーバリュー」では、「U-mobile」のLTE使い放題プラン（※1）を家族でご加入

いただくと、セット料金として家族3人で10,000円、2人でも8,000円と格安でご利用いただけます。 

    

▼「スーパーファミリーバリュー」月額利用料金 

・スーパーファミリーバリュー3 U-NEXT光：3,180円 

   U-mobile通話（LTE使い放題）：2,980円 

   U-mobile通話（LTE使い放題）：2,980円 

   U-mobile通話（LTE使い放題）：2,980円 合計：12,120円 → 10,000円 

・スーパーファミリーバリュー2 U-NEXT光：3,180円 

   U-mobile通話（LTE使い放題）：2,980円 

   U-mobile通話（LTE使い放題）：2,980円 合計：9,140円 → 8,000円 

http://bb.unext.co.jp/
http://umobile.jp/


U-NEXT光 
マンション 

にねん割適用後（※2） 

U-mobile通話L放題 
総計 

スーパーファミリー 
バリュー料金 

月額利用料金 回線数 合計 

3,180円 2,980円 2 5,960円 9,140円 8,000円 

3,180円 2,980円 3 8,940円 12,120円 10,000円 

3,180円 2,980円 4 11,920円 15,100円 12,000円 

3,180円 2,980円 5 14,900円 18,080円 14,000円 
 

U-NEXT光 
ファミリー 

にねん割適用後（※2） 

U-mobile通話L放題 
総計 

スーパーファミリー 
バリュー料金 

月額利用料金 回線数 合計 

4,200円 2,980円 2 5,960円 10,160円 9,000円 

4,200円 2,980円 3 8,940円 13,140円 11,000円 

4,200円 2,980円 4 11,920円 16,120円 13,000円 

4,200円 2,980円 5 14,900円 19,100円 15,000円 

▼「U-NEXT光 & スマホ コラボレーション」月額利用料金 

・標準パッケージ 3,810円～ （「U-NEXT光」＋「U-mobile」） 

＊上記は「U-NEXT光」マンションプランと「U-mobile データ専用」ダブルフィックスプランの組み合わせです。その他料金体系については「http://bb.unext.co.jp/plan/sfv/」でご確認ください。 

■「U-NEXT光」とは 

NTT東日本・NTT西日本が提供している「フレッツ光」のサービス卸を受け、速度・品質はそのままに料金をお得にした光インターネ

ットの新サービスです。「U-NEXT光」に合わせて提供を開始したプロバイダサービス（ISP）「U-Pa！」と組み合わせる事で、さらにお

得にご利用いただけます。 

戸建にお住まいの方（3戸以下の建物）     集合住宅にお住まいの方（4戸以上の建物） 

    

▼月額利用料金 

光回線プラン 通信速度 月額利用料金 にねん割（※2）適用後 

U-NEXT光ファミリー1G 最大概ね1Gbps 4,980円 4,200円 

U-NEXT光ファミリー200 
下り最大200Mbps 

上り最大100Mbps 
4,980円 4,200円 

U-NEXT光ファミリー100 
下り最大100Mbps 

上り最大100Mbps 
4,980円 4,200円 

U-NEXT光マンション1G 最大概ね1Gbps 3,480円 3,180円 

U-NEXT光マンション200 
下り最大200Mbps 

上り最大100Mbps 
3,480円 3,180円 

U-NEXT光マンション100 
下り最大100Mbps 

上り最大100Mbps 
3,480円 3,180円 

 

U-Pa！（ISP） 
ファミリータイプ 月額利用料金 980円 にねん割適用で 780円 

マンションタイプ 月額利用料金 880円 にねん割適用で 730円 

 

http://bb.unext.co.jp/plan/sfv/


 

▼初期費用 

・フレッツからの転用事務手数料 2,000円 （リリース記念キャンペーンで無料） 

・「U-Pa！」契約事務手数料  2,000円 （リリース記念キャンペーンで無料） 

・新規開通事務手数料  800円 

・新規開通工事費   24,000円 

＊新規開通事務手数料・工事費については、ISP「U-Pa！」と同時にお申込みいただくと、平成27年4月30日までキャンペーンで0円となります。 

▼オプションサービス 

・U-NEXT ひかり電話 プラス 月額 1,500円/基本 月額 500円 

・U-NEXT リモートサポート 月額 500円 

・U-NEXT 光テレビ 月額 660円 

＊オプションサービスの詳細については「http://bb.unext.co.jp/price/」でご確認ください。 

＊その他オプションサービスについては「http://bb.unext.co.jp/option/」でご確認ください。 

●すでにフレッツ光をご利用中のお客様は、新たな工事は必要ありません。簡単な手続きでお乗り換えが可能です。 

 

 

【株式会社U-NEXT】 

 株式会社U-NEXTは、日本最大規模の映像配信と、ブロードバンド通信環境を提供しております。 

 「感動や喜びをもっと自由に。」をテーマに、最高のエンターテイメント環境をインターネットを通じてご提供いたします。 

 

 

■「U-mobile」 

 NTTドコモのLTEに対応したデータ通信サービスで、NTTドコモのサポートエリアでは下り最大

150Mbps/上り最大50Mbps（※4）の高速データ通信をご利用いただけるデータ通信専用

のSIMカードと、高速データ通信と併せて090/080/070の電話番号で音声通話がご利用

いただける音声通話機能を搭載したSIMカードです。「U-mobile」は通信サービスと親和性

の高い、映像・書籍といったデジタルエンタメコンテンツの提供も併せて行っております。 

▼利用料金等（※5） 

・データ専用プラン：月額680円～ 

・通話プラスプラン：月額1,480円～ 

・登録事務手数料：3,000円  ・通話料金：20円/30秒 

＊月額利用料金の詳細につきましては「http://umobile.jp/service/」でご確認ください。 

＊その他オプションにつきましては「http://umobile.jp/service/sim/vc/」でご確認下さい。 

＊通話料金は専用アプリ「U-CALL」利用で10円（不課税）/30秒となります。 

 

 

 

■映像配信サービス『U-NEXT』 

配信本数80,000本以上（※6）をラインナップしている、日本最大級の映像配信サービスです。 

ハリウッドメジャースタジオの作品を含む洋画、邦画、ドラマ、アニメ、キッズ、ドキュメンタリーなど、あらゆるジャンルのコンテンツが最新

作はPPV（※7）、準新作・旧作は定額見放題（※8）でお楽しみいただけます。 

地上波で放送中のドラマやアニメの見逃し配信や、最新映画もDVDやブルーレイの発売やレンタル開始と同日に配信されるので

話題作もすぐにチェックできます。 

 

http://bb.unext.co.jp/price/
http://bb.unext.co.jp/option/
http://umobile.jp/service/
http://umobile.jp/service/sim/vc/


マルチデバイスに対応し、PC・スマートフォン・タブレットPC・対応テレビで、いつでも、どこでもお楽しみいただけます。 

 

●ジャンルのご紹介 

多彩なジャンルと充実のラインナップで、お客様の「見たい！」にお応えします。 

 
                                                                        *デバイスによって視聴できるジャンルが異なります。 

  ●U-NEXT サービス内容 

・ビデオ見放題プラン：1,990円／月  毎月1,000円分のポイント付き 

    あらゆるジャンルのコンテンツが見放題でご覧いただけるプランです。 

      →毎月付与される1,000円分のポイントは、PPV作品の購入、および電子書籍購入時に利用可能となります。 

      →一部、PPV作品は別途料金がかかります。 

 

 

＊記載の価格は税込記載のものを除き税抜です。税込価格は平成26年4月1日現在の税率（ 8％ ）に基づく金額です。税率の引き上げに応じて金額は変更されます。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(※1) 「U-mobile 通話プラス LTE使い放題」のみの適用となります。 

(※2) にねん割利用期間：ご利用開始日から月末までを1ヵ月目とし、ご利用開始から24ヵ月目を満了月とします。更新月（満了月の翌1ヵ月）の間に解約の申し出がない場合、自動更新。更

新月以外の解約は、違約金が「U-NEXT光」で10,000円、「U-Pa！」で5,000円発生します。 

(※3) ポイントは、1ポイント＝税込1円としてお支払にご利用いただけます。ポイントには有効期限がございます。 

(※4) 下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsとは、当社の設備が整った段階で且つNTTドコモの高速通信設備エリアにおける最大値であって、その速度を現段階で保証するものではございませ

ん。 

(※5) データ通信量がプランごとの最大容量を超えた場合、通信速度は最大128kbpsへ制限されます。解約時SIMカード返却が必須となります。SIMカード紛失・未返却時は2,000円(税抜)の

費用が発生します。「通話プラス」プランのみ6か月の最低利用期間がございます。期間内に解約の場合は、解約事務手数料として6,000円（税抜）を請求させて頂きます。 

(※6) 平成27年1月15日時点。カラオケのタイトル数を含みます。 

(※7) PPV（ペイ・パー・ビュー）とは、1本の視聴毎に課金されるビデオサービスです。PPVコンテンツは、ポイントでもご視聴いただけます。ポイントがご利用いただける作品にはポイントOKのアイコンが

表示されています。 

(※8) 見放題・・・対象サービス加入、または7days見放題購入で見放題となるビデオサービスです。7days見放題とは、見放題サービスを契約されていないお客様も、7日間（168時間）見放題

ビデオコンテンツまたはカラオケコンテンツを視聴できるサービスです。（「映画」「ドラマ」「アニメ」のごく一部の作品は視聴制限されております。） 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

平成27年1月28日13時に開催した『「U-NEXT光 & スマホ コラボレーション」発表会』時配布したリリース文に修正がございました。 

・タイトル部分   誤）NTT 正）NTT東日本・西日本 

・1P1段落目  誤）NTT 正）NTT東日本・西日本 

・2P「■U-NEXT光とは」部分  誤）NTT 正）NTT東日本・西日本 

・2P「■U-NEXT光とは」部分  誤）U-NEXT光コラボレーション 正）U-NEXT光 

・3P「▼オプションサービス」部分  誤）ひかり電話 エース 正）ひかり電話 プラス 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社U-NEXT ホームページ  http://unext.co.jp 

E-mail  publicrelations@unext.jp  （広報担当：吉本・滝口） 

 

http://unext.co.jp/
mailto:publicrelations@unext.jp

