
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＴＹインターネット接続サービス 

料金表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月１日 
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通 則 

 

（料金表の適用） 

（１）ＣＴＹインターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定します。 

 

（料金等の変更） 

（２）当社はＣＴＹインターネット接続サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。

この場合には、変更後の料金及び工事に関する費用によります。 

 

（料金等の臨時減免） 

（３）当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、契約約款または料金表の規定にかかわらず、

臨時に、その料金（利用料、付加機能使用料及び工事に関する費用を含みます。）を減免することがあります。 

 

  （４）当社は料金等の減免を行ったときは、取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。 

 

（端数処理） 

（５） 料金の計算において、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ます。 

 

（支払日） 

（６） 契約者は、工事または手続きに関する費用を、工事または手続きが完了した日の属する月の翌月２６日に

当社へ支払うものとします。また、インターネット接続サービスに関する料金を、インターネット接続サ

ービスを提供した月の翌月２６日に当社へ支払うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



料金 

１ サービスの種別 

ＣＴＹインターネット接続サービスには下記の種別があります。 

サービスの種別 内容 

ＩＰ 
日本ネットワークインフォメーションセンターよりＩＰアドレスを割り当て

られた者が受けるサービス。 

ＩＰＡ 

日本ネットワークインフォメーションセンターよりＩＰアドレスを割り当て

られた者以外が受けるサービス。 

メールアカウント１アカウント及びホームページ容量１００メガバイトの利

用料金が含まれています。 

 

２ 利用料 

２－１ 適用 

  ＣＴＹインターネット接続サービス利用に係る料金は、契約約款で規定するほか、次のとおりとします。 

 

 ２－２ 一契約回線ごとの月額 

  （１）同軸回線 

サービスの種別 品目 料金額 最高伝送速度 

ＩＰ ＩＰエコノミーサービス ２０，０００円 ３０Ｍｂｐｓ 

ＩＰＡ 

てはじめ ２，６００円 １Ｍｂｐｓ 

４０Ｍ ３，８００円 ４０Ｍｂｐｓ 

４０Ｍあんしん自転車プラン ４，１８０円 ４０Ｍｂｐｓ 

１２０Ｍコース ４，３００円 １２０Ｍｂｐｓ 

120Ｍあんしん自転車プラン ４，６８０円 １２０Ｍｂｐｓ 

１６０Ｍコース ５，３００円 １６０Ｍｂｐｓ 

160Ｍあんしん自転車プラン ５，６８０円 １６０Ｍｂｐｓ 

           ※上記各あんしん自転車プランの補償内容についてはあいおいニッセイ同和損害保険 

株式会社の「団体総合生活補償保険普通保険約款」に準じます。 

           ※平成２７年８月１日より、てはじめサービスの新規加入はできません。 

  （2）光回線 

サービスの種別 品目 料金額 最高伝送速度 

ＩＰ 
ＣＴＹ光ビジネス３００Ｍ ２０，０００円 ３００Ｍｂｐｓ 

ＣＴＹ光ビジネス１Ｇ ３０，０００円 １Ｇｂｐｓ 

ＩＰＡ 

ＣＴＹ光１Ｍ ２，６００円 １Ｍｂｐｓ 

ＣＴＹ光４０Ｍ ３，８００円 ４０Ｍｂｐｓ 

ＣＴＹ光４０Ｍ 

あんしん自転車プラン 
４，１８０円 ４０Ｍｂｐｓ 

ＣＴＹ光３００Ｍ ４，３００円 ３００Ｍｂｐｓ 

ＣＴＹ光３００Ｍ 

あんしん自転車プラン 
４，６８０円 ３００Ｍｂｐｓ 

ＣＴＹ光１Ｇ ５，３００円 １Ｇｂｐｓ 

ＣＴＹ光１Ｇ 

あんしん自転車プラン 
５，６８０円 １Ｇｂｐｓ 

※上記各あんしん自転車プランの補償内容についてはあいおいニッセイ同和損害保険 

株式会社の「団体総合生活補償保険普通保険約款」に準じます。 

           ※平成２７年８月１日より、ＣＴＹ光１Ｍサービスの新規加入はできません。 

 

 ２－３ 最低利用期間に満たない場合の違約金の算定方法 

   最低利用期間を経過する前に契約が解除された場合における違約金の額は、当該解除があった日の属する月の 

翌月から当該最低利用期間の末日までの期間に対応する利用料金（ＩＰサービスについては「ＩＰエコノミーサ 

ービスの利用料金」、ＩＰＡサービスについては「てはじめサービスの利用料金」）とします。     

※表記の金額は全て税抜価格となり、消費税分は別途精算するものとします。 



３ 付加機能 

３－１ 適用 

 サービス種別ごとの付加機能使用料については、契約約款で規定するほか、次のとおりとします。 

 

  ３－２ ＩＰサービスの付加機能使用料 

   一付加機能ごと 

付加機能名称 単位 初期費用 月額料金 

ドメイン管理料 １ドメイン毎 １０，０００円 １，０００円 

ＤＮＳ管理料 １ドメイン毎 １０，０００円 １，０００円 

追加グローバルアドレス ８個につき １５，０００円 １０，０００円 

 

  ３－３ ＩＰＡサービスの付加機能使用料 

   一付加機能ごとの月額 

付加機能名称 単位 料金額 

追加メールアカウント １メールアカウント ２００円 

追加ホームページディスク １００ＭＢ以上１００ＭＢ毎 １，０００円 

メール転送 １箇所につき 無料 

ローミング     ※１  ５００円 

モバイルアクセス  ※１  ６００円 

グローバルアドレス  １個まで １，０００円 

ウィルスチェック  ※２ １のメールアカウント毎 無料 

迷惑メールフィルタリング   無料 

ＣＴＹウイルスバスター月額版サービス ※３ 最大３自営端末設備まで ４２０円 

ＣＴＹ無線ルーターサービス（おうちＷｉ-Ｆｉ） １の契約回線毎 ４００円 

ＣＴＹ無線サービス     （公衆Ｗｉ-Ｆｉ） １のメールアカウント毎 無料 

 

付加機能名称 単位 初期費用 料金額 

独自ドメインパック 

※１ 

独自ドメイン     １個 

メールアカウント  １０個 

レンタルサーバー ２００ＭＢ 

１０，０００円 ４，０００円 

追加レンタルサーバー２００ＭＢ毎 無料 ３，０００円 

ウィルスチェックサービス ２，０００円 ７００円 

迷惑メールフィルタリング １，５００円 ８００円 

 

付加機能名称 単位 初期費用 料金額 

ＣＴＹクラウド 

※４ 

ミニ 

独自ドメイン管理機能 ６０個まで 

メールアカウント １０個 

ディスク容量 ２００ＧＢ 

ウィルスチェックサービス 無料 

迷惑メールフィルタリング 無料 

７，０００円 

月契約 

３，２００円 

 

年契約 

３４，８００円/年 

レギュラー 

独自ドメイン管理機能 ９０個まで 

メールアカウント 無制限 

ディスク容量 ４００ＧＢ 

ウィルスチェックサービス 無料 

迷惑メールフィルタリング 無料 

７，０００円 

月契約 

３，６００円 

 

年契約 

３８，４００円/年 

 

 

 

 

 

 

※表記の金額は全て税抜価格となり、消費税分は別途精算するものとします。 



ＣＴＹクラウド 追加オプション一覧 

セキュリティ関連 対象プラン 初期費用 料金額 

共用ＳＳＬ ミニ・レギュラー 無料 ５００円 

グローバルサイン社ワンクリックＳＳＬ ミニ・レギュラー 無料 ２８，５００円/年 

グローバルサイン社企業認証SSL ミニ・レギュラー 無料 ５８，０００円/年 

他社SSL設置代行サービス ミニ・レギュラー 無料 ２０，０００円/回 

メール関連 対象プラン 初期費用 料金額 

メールウィルス 除去サービス ミニ・レギュラー 無料 無料 

メーリングリスト追加 レギュラー 無料 ２００円 

アプリケーション 対象プラン 初期費用 料金額 

Ｍｏｖａｂｌｅ Ｔｙｐｅ  ライセンス 
ミニ １，０００円 １，０００円 

レギュラー 無料 無料 

ＭａｋｅＳｈｏｐ ショップＡ 

ミニ・レギュラー 

１０，０００円 無料 

ＭａｋｅＳｈｏｐ ショップＢ １０，０００円 ３，０００円 

ＭａｋｅＳｈｏｐ ショップＣ １０，０００円 １０，０００円 

サイボウズＯｆｆｉｃｅ１０ ｆｏｒ ＡＳＰ 
ミニ・レギュラー 

１０，０００円 ６，０００円 

サイボウズ追加ライセンス 無料 ３，０００円 

ＭｏｂｉｌｅＷｅｂ 

ミニ・レギュラー 

無料 無料 

ＭｏｂｉｌｅＷｅｂ追加パック（クーポン機能） ３，０００円 １，０００円 

ＭｏｂｉｌｅＷｅｂ追加パック（リッチテンプレート） １，０００円 ３５０円 

データベース関連 対象プラン 初期費用 料金額 

無料データベース ＭｙＳＱＬ  ミニ・レギュラー 無料 無料 

基本スペック追加 対象プラン 初期費用 料金額 

サイト同時アクセス上限数追加 ミニ・レギュラー １，０００円 ５００円 

メールアドレス追加（１個） ミニ 無料 ２００円 

サイト管理者追加 ミニ 無料 ５００円 

データ復旧サービス 対象プラン 初期費用 料金額 

データ復旧サービス ミニ・レギュラー 無料 ２０，０００円/回 

一般ドメイン名 対象プラン 初期費用 料金額 

.com .net .info .org .biz ミニ・レギュラー ５，０００円 ３，９００円/年 

一般ドメイン名 対象プラン 初期費用 料金額 

.mobi ミニ・レギュラー ５，０００円 ７，４００円/年 

国別ドメイン名 対象プラン 初期費用 料金額 

.me .vc .tv .bz .cc ミニ・レギュラー ５，０００円 ７，４００円/年 

属性型JPドメイン名 対象プラン 初期費用 料金額 

.co.jp .or.jp ミニ・レギュラー ５，０００円 ９，４００円/年 

汎用JPドメイン名 対象プラン 初期費用 料金額 

.jp ミニ・レギュラー ５，０００円 ５，９００円/年 

 

 

 

※表記の金額は全て税抜価格となり、消費税分は別途精算するものとします。 

付加機能名称 単位 料金額 

まるごとパック  ※1 
独自ドメイン   １個 

サーバー     １台 
５０，０００円 

   ※１ サイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社の約款に従うものとします。 

   ※２ 詳細については別途「ウィルスチェックサービス利用規約」において定めます。 

   ※３ 詳細については別途「ＣＴＹ電話サービス利用規約」において定めます。 

   ※４ トレンドマイクロ株式会社の「ウイルスバスター月額版に関する使用許諾契約」において定めます。 

   ※５ ＣＴＹクラウドは、別途「ＣＴＹクラウドサービス利用規約」に従うものとします。 

 

 

 

 



４ 工事に関する費用 

４－１ 適用 

 工事費用については、契約約款で規定するほか、次のとおりとします。 

 

  ４－２ 一契約回線ごと 

標準工事費 

工事の名称 単位 費用 月額料金 

引込工事費 １箇所につき ２６，０００円 － 

初期導入費（宅内） １の契約回線毎 １３，０００円 － 

 

特殊工事費 

工事の名称 単位 費用 月額料金 

特殊工事費 １箇所につき 実費 － 

 

引込線撤去費 

工事の名称 単位 費用 月額料金 

引込線撤去費 １箇所につき １０，０００円 － 

 

※表記の金額は全て税抜価格となり、消費税分は別途精算するものとします。 

 
附則 

（実施日） この料金表は平成１４年５月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成１５年１月１５日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成１５年１０月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成１６年３月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成１７年４月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成１９年１１月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２０年４月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２１年１０月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２２年４月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２２年１０月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２３年３月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２３年４月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２４年４月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２４年８月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２５年３月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２６年４月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２７年１１月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２８年４月１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２８年５月２１日から実施します。 

（実施日） この料金表は平成２９年３月１日から実施します。 

 


