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■「フレッツ光」（インターネット接続サービス）に関するご注意
●「フレッツ光」とは「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」および「Bフレッツ」の
総称です。 ●インターネットをご利用いただくためには、別途プロバイダとのご契約
が必要となります（別途月額利用料などがかかります）。 ●「フレッツ光」（インター
ネット接続サービス）のご利用にあたっては、月額利用料のほかに、契約料、工事費
などが必要となります。 ●通信速度はお客さま宅内に設置する弊社回線終端装置か
ら弊社設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用
速度を示すものではありません。インターネットご利用時の速度は、お客さまのご利
用環境や回線の混雑状況などにより、大幅に低下する場合があります。 ●エリアに
よってご利用できない地域があります。なお、提供エリア内であっても、設備状況など
によりサービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない
場合があります。 ●弊社フレッツ網の保守上または工事上やむをえない場合は、ご
利用を一時中断させていただく場合がありますので、ご了承願います。 ●工事に先
立ち、光加入者回線敷設のための設備状況調査にお伺いする場合があります。確認
の結果によっては、「フレッツ光」をご提供できないことがあります。 ●マンションタ
イプの場合、集合住宅などの建物内に共用設備を設置する必要があることから、管
理組合さまなどの承諾を得る必要があります。また、集合住宅などへの共用設備の
設置が困難な場合、提供をお断りする場合があります。※その他ご提供条件やご利
用上の注意事項につきましては、フレッツ光公式ウェブサイトにてご確認ください。
（https://flets.com）
■「ひかり電話オフィスA（エース）」（電話サービス）に関するご注意
●ご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。 ●ISDN対応機器、
G4FAXなど、一部の通信機器はご利用いただけません。 ●本サービスは停電時に緊
急通報を含めて通話ができません。無停電電源装置（UPS）などをご利用いただくこと
で、一定時間、通話が可能となる場合があります。 ●緊急通報番号（110/119/118）
へダイヤルした場合、発信者番号通知の通常通知・非常通知・非通知に関わらず、ご
契約者の住所・氏名・電話番号を接続相手先（警察/消防/海上保安）に通知します。
なお、番号の頭に「184」を付加しダイヤルした場合は非通知となりますが、緊急機関
側が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の
住所・氏名・電話番号を取得する場合があります。 ●本サービスは災害時に優先的
に通話を確保する仕組みはありません。 ●114（お話し中調べ）など、一部かけられな
い番号があります。 ●NTT東日本の加入電話などをご利用いただいているお客さま
が、本サービスを同一設置場所でご利用いただく場合、現在ご利用中の電話番号を
そのまま利用することを番号ポータビリティといいます（一部ご利用いただけない
場合があります）。番号ポータビリティのご利用には、別途1番号毎に同番移行工事
費2,000円がかかります。 ●番号ポータビリティのご利用には加入電話などを休止ま
たは解除いただく必要があります。加入電話などの休止には、別途利用休止工事費
1,000円がかかります。 ●NTT東日本およびお客さまの設備状況により、サービスの
ご利用をお待ちいただく場合や、ご利用いただけない場合があります。 ●NTT東日
本以外の電話サービス（定額料金の発生する割引サービスなど）にご加入の場合、
必要に応じてお客さまご自身でご利用のサービス事業者さまへ利用終了の連絡を
行ってください。利用のいかんに関わらず、料金が発生する場合がありますのでご注
意ください。 ●着信課金サービス、ガス検針などの警報・検針サービス、セキュリティ
サービスなどは、ご契約の事業者によりその取り扱いが異なります。お客さまご自身
で必ずご契約の事業者へ、本サービスへ変更する旨の連絡を行ってください。 ●県
間通話に関しては株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーまたはエヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社のサービスをご利用いただく場合があります。国際通話に関
してはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただき
ます。 ●その他、ご利用にあたっての注意事項の詳細は、NTT東日本販売担当者にお
問い合わせいただくか、「ひかり電話オフィスA（エース）ウェブサイト」
（http://www.ntt-east.co.jp/hikari_ofa/）をご覧ください。
■事業者識別番号自動付与機能に関するご注意
●事業者識別番号自動付与機能を利用するには、必ず工事が必要です。また、お客
さまがNTT東日本、NTT西日本にまたがって移転される場合は、工事により事業
者識別番号を変更する必要があります。この場合は、別途工事費が必要となり
ます。 ●留守番電話サービスセンタなど、事業者識別番号を付与すると、接続でき
ない番号があります。その場合は、自動付与解除特番（0000）を先にダイヤルする必
要があります。 ●184、186などを090等で始まる携帯電話番号の前につけてダイヤ
ルしたときでも、事業者識別番号（0036）を自動的に付与して発信します。 ●その他
の固定電話事業者からの発信設定もできます。
■ワイヤレス商品に関するご注意
●ワイヤレス商品を安全にご利用いただくために、無線LANのセキュリティ設定

（SSIDの変更、暗号設定など）を必ず行ってください。 ●ワイヤレス商品で
IEEE802.11a/n/ac（5GHz）を使用する際は、電波法により屋内でのみご利用ください。 
●ワイヤレス商品でIEEE802.11b/g/n/ac（2.4GHz）を使用する際は、2.4GHz全帯域を
使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。 ●一部ワイヤレ
ス商品は、変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離
は約40mです。 ●一部ワイヤレス商品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・
科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体
識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下
「他の無線局」と略します）が運用されています。①使用する前に、近くで「他の無線
局」が運用されていないことを確認してください。②万一、「他の無線局」との間に電
波干渉が発生した場合には、すみやかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止し
て電波干渉を避けてください。③その他不明な点やお困りのことが起きたときは、弊
社窓口などにお問い合わせください。 ●一部ワイヤレス商品で使用する34,38,42,46
チャネルの周波数は衛星携帯電話や気象レーダー、高速道路の自動料金徴収システ
ム（ETC）などでも利用されているため電波法により屋内でのみ使用可能です。①万
一、電波の干渉が発生した場合は、すみやかに使用周波数を変更するか、使用を中
止してください。②5GHz帯は電波法により屋外での使用を禁じられていますので、ご
使用なさらぬようご注意ください。③その他、何かお困りのことが起きた場合には、取
扱説明書記載のNTT通信機器お取扱相談センターまでお問い合わせください。 ●ワ
イヤレス商品は電波を使用しているため、スピーカー搭載パソコンによっては、電波
の影響を受けてスピーカーにノイズが入る場合があります。
■デジタルコードレス電話機、DECTコードレス電話機に関するご注意
●通話・通信できる範囲は、周囲の環境条件により異なりますが、デジタルコードレス
電話機は接続装置から半径約100m（直線見通し距離）です。なお、接続装置とコードレ
ス電話機、増設時のコードレス電話機同士などは十分離してご利用ください。DECT
コードレス電話機は接続装置から半径約100m以内（初期値）最大200m（直線見通し
距離）まで設定可能です。 ●コードレス電話機は、電波を使用している関係上、周囲の
条件により雑音が聞こえることがあります。 ●コードレス電話機は電波を使用している
関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意に通話内容を傍
受するケースがまったくないとはいえません。十分ご留意のうえご使用ください。 
●コードレス電話機はIPX4相当の防水性能を備えておりますが、水中に落下させたり、
常温の真水・水道水以外の液体、または強い流水を掛けたりしないでください。電話機
以外の本体・充電器は防水性能を備えておりません。 ●コードレス電話機は、充電方
式を採用しています。お使いにならないときは、充電器にお戻しください。 ●コードレ
ス電話機に内蔵している専用の電池パックは消耗品です。使用頻度や種類にもよりま
すが、電池は概ね1～2年程度ご使用になれます。長時間充電してもすぐに電池の容量
がなくなる場合は、新しい電池パック（オプション）をお求めのうえ、交換してください。 
●ご使用にあたっては、接続装置のアンテナを床面に対し垂直に立ててお使いくださ
い。 ●本商品を2セット以上ご使用になりますと、電波の相互干渉により正常に動作し
ないことがあります。ご使用になる場合は、充分距離をとるように気をつけてください。
■ご利用にあたって
●本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカー
ボックス、電気こたつ、電子レンジ、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は
雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、
避けてください。 ●個人情報を含む通話録音データのお取り扱いにはご注意くださ
い。 ●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
■本パンフレットについて
●SmartNetcommunityは、弊社の商標です。 ●Bluetooth®はその商標権者が所有し
ており、NTT東日本はライセンスに基づき使用しています。 ●iPhone、iOSはApple 
inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されて
います。 ●Android、Google Play、Google Play ロゴは、Google Inc.の商標です。 ●そ
の他、記載の社名や製品名は各社の商標です。 ●本パンフレットに記載されている
システム構成図などは実際の構成などと異なる場合があります。 ●本システム内線
側の単体電話機・ISDN端末との接続点は、電話網の仕様と完全には一致しないた
め、接続される通信機器によっては、正常に動作しないことがあります。 ●本商品の
動作については、全ての環境での動作を保証するものではありません。 ※本パンフ
レットの記載内容については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越
地区）のものです。※本パンフレットの記載内容は2016年7月現在のものです。 ※製
品の外観、機能および仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 
※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。なお、液晶ディスプレイはハメ
コミ合成などの加工処理をしております。



https://www.youtube.com/watch?v=xgOxh1Z4IW8&feature=youtu.be


※アナ※アナログ回ログ回線では線ではご利用ご利用できまできません。せん。※コー※コ ルバッルバック発信ク発信機能を機能を利利
用して相手に通話する場合、1つの通話につき2回線（2チャネル）必要
になります。※通話料は①と②の2回線（2チャネル）分必要になります。

①
②

https://www.youtube.com/watch?v=FdpcHFIZqIc&feature=youtu.be


※本サービスのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」のいずれかの契約および「ひかり電話」
の契約に加え、プロバイダとの契約が別途必要です。 ※フレッツ光について詳しくは別紙を、ひかり電話につい
て詳しくはP.13をご覧ください。 ※本サービスのご利用には専用のアプリケーション（無料）をインストールする
必要があります。 ※ビジネスフォンと連携する機能のご利用にあたっては、対応するビジネスフォン側への設定
工事（有料）が必要となります。 ※ご利用中のID数変更には、別途工事（有料）が必要となります。 ※パソコンやス
マートフォンによっては、本サービスの機能の一部（あるいは全部）をご利用いただけない場合があります。

https://www.youtube.com/watch?v=HG6v9Tx0qtA&feature=youtu.be
https://flets.com/service/




＊1オンラインストレージ領域（マイフォルダ・グループフォルダ等）のご利用は、インター
ネット回線からアクセスが可能です（別途プロバイダの契約が必要です。月額利用料がか
かります）。事前にご利用の端末に設定が必要です。 ＊2セキュリティバックアップ領域（セ
キュリティフォルダ）のご利用は、ご契約のフレッツ光回線からのみアクセスが可能です。ス
マートフォン・タブレット端末からはご利用いただけません。 ＊3Android・iOS搭載スマー
トフォン・タブレット端末などに対応。 ＊4解約月の月額利用料は日割りしません。プラン変
更を同月内に複数回実施した場合は、当該月のご利用プランの中で利用可能容量が最も
大きなプランの月額利用料をお支払いいただきます（プラン変更が1回の場合は、変更前
プランの月額利用料をお支払いいただきます）。月額利用料はNTTファイナンスからの請
求となります（プロバイダからの一括請求をご利用のお客さまも対象となります）。
【フレッツ・あずけ～るPROプランについて】◎IPv6に対応した端末およびIPv6通信の設定が必
要です。 ◎本サービスのご利用には、フレッツ光（Ｂフレッツは対象外）およびプロバイダと
のご契約が必要です（別途、初期費用・月額利用料がかかります）。また、ご利用にはメールア
ドレスおよび専用ツールのインストールが必要です。  ◎スマートフォンやタブレットでのご
利用には専用アプリのインストールが必要です。 ◎専用ツールおよび専用アプリの対応OS
は、フレッツ光公式ウェブサイト［フレッツ・あずけ～るＰＲＯプラン（提供条件）］
（https://flets.com/azukeru/offer.html）をご確認ください。 ◎他人の著作物・商標およびプラ
イバシーなどを侵害した場合、各種法令違反に該当する行為を行った場合は、お客さまが全
面的に責任を負うものとし、NTT東日本は一切責任を負わないものとします。 ◎フレッツ・あ
ずけ～るＰＲＯプランについて、詳細はフレッツ光公式ウェブサイト［フレッツ・あずけ～る
ＰＲＯプラン］（https://flets.com/azukeru/pro/）をご確認ください。

フレッツ 光ネクスト／フレッツ 光ライト
ご契約者向けオンラインストレージサービス

https://flets.com/service/
https://www.youtube.com/watch?v=bgAVpdfpKUU&feature=youtu.be




＊2「ナンバー・ディスプレイ」のご利用には、「ナンバー・ディスプレイ」対応電話機が必要です。 ＊3一部、現在ご利用中の電話番号をそのままご利用いただけない場
合があります。また、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用する場合、別途工事費がかかります。 ＊4着信側が、「ひかり電話ビジネスタイプ」の専用番号帯から継続
利用している番号の場合で、NTT東日本とNTT西日本間で「テレビ電話」「高音質電話」「データコネクト」を利用する場合は、一部制限があります。詳しくは販売担当者な
どへお問い合わせください。「ひかり電話ビジネスタイプ」専用番号帯については以下のURLにてご確認ください。 ［NTT東日本エリアの番号］http://www.ntt-east.co.-
jp/tariff/appendix/eb13s008.html ［NTT西日本エリアの番号］http://www.ntt-west.co.jp/tariff/html/wb11s008.html  ＊5停電時は、緊急通報を含めて通話ができませ
ん（ひかり電話停電対応機器などをご利用いただくことで、一定時間、通話が可能となる場合があります）。また114（お話し中調べ）など、一部かけられない場合があり
ます。 ＊6エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「ナビダイヤル」のみ接続できます。 ＊7「フレッツ 光ネクスト」または「ビジネスイーサ ワイド」と同
時工事がある場合、ひかり電話の基本工事費は減額となります。 ＊8お客さま宅内での工事費の合計が29,000円（税抜）を超える場合、29,000円（税抜）ごとに加算額
3,500円（税抜）が加算されます。  ＊9「SmartNetcommunity αA1」でご利用の場合、「フレッツ 光ネクスト」のご契約が必要です（契約料、工事料、月額利用料がかかり
ます）。なお、「SmartNetcommunity αA1」は「ビジネスイーサ ワイド」および「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。 
※「ひかり電話オフィスA（エース）」のご利用には、本サービスに対応した通信機器が必要です。 
〈ユニバーサルサービス料について〉上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料3円/月が必要となります（2016年7月現在）。料金はユニバーサル
サービス支援機関が定める1電話番号あたりの費用（番号単価）と同額であり、番号単価の変更に合わせて見直します。 ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全
国においてユニバーサルサービス（加入電話、公衆電話、緊急通報）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。

IT環境で困ったことがあればご相談できます（ ライトプランの場合、月5回まで）。専任のオペ
レーターがネットワークを経由してお客さまのパソコンにアクセスし、同じ画面を見ながらお客
さまのパソコン操作を遠隔でサポート致します。

端末セキュリティ
機能

ヘルプデスク
機能

内線設定機能 専任のオペレーターがネットワークを経由して、αA1の内線設定を遠隔でサポートします。

※本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよび各種サービス提供事業者の正規サポートを代行するサービスではありません。またお問い合わせに対する解
決を保証するものではありません。 ※本サービスは、お客さまからのお問い合わせを遅滞なく受付することを保証するものではありません。 ※サポート対象となる
機器やサービス、その他提供条件等について、詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。 ※本サービスはお客さまの指定するご利用開始日から、お問い合わ
せの有無にかかわらず料金が発生いたします。 ※ヘルプデスク機能をご利用の際は、リモートサポートツールのインストールが必要です。※リモートサポートツー
ルの動作条件等について詳しくは、[ITサポート デバイスマネジメント ユーザマニュアル]（http://www.ntt-east.co.jp/business/solution/marugoto/kiyaku.html）を
ご確認ください。※内線設定の遠隔サポートのご利用には、サポートサーバー連携機能の利用に対する同意が必要です。

初期費用
不要

インターネット回線
初期費用

プラン・ミニ ライト 1,000円/月
サポート対象パソコン台数 3台まで

初期費用
（例）

インターネット回線
月額利用料

月額利用料
（例）

＊4サポートサーバー連携機能のご利用には、別途「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ 光ライトプラス」、プロバイダのご契約、およびサポートサーバー連携機能の利用に対する同意が必要です。

オフィスまるごとサポート（ITサポート＆セキュリティ）

https://flets.com/service/
https://flets.com/service/


★iPhone/Android用スマートフォンクライアント「A1mobile」のインストール、設定の他、
「SmartNetcommunity αA1」のオプションライセンスが必要です。対応するスマートフォ
ンについては、各アプリストアの動作確認済機種情報をご確認ください。

https://flets.com/service/


●iPhone/Android用スマートフォンクライアン
ト「A1mobile」により、Wi-Fi配下のスマート
フォンによるキーテレフォン環境を提供可能 

※「SmartNetcommunity αA1」のオプションライ
センスが必要です。対応するスマートフォンにつ
いては、各アプリストアの動作確認済機種情報
をご確認ください。

https://itunes.apple.com/jp/app/a1mobile/id1065686053?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ipmp.a1mobile&hl=ja



