2020 年８月 20 日
報道関係各位
株式会社 USEN NETWORKS

USEN-NEXT GROUP の USEN NETWORKS、
『USEN 光 plus XG』の提供を開始
～最大通信速度 10Gbps の超高速インターネットサービス～
USEN-NEXT GROUP の株式会社 USEN NETWORKS（本店：東京都品川区、代表取締役社長：山下 一成、
以下、当社）は、NTT 東日本・西日本の提供する『フレッツ 光クロス』を用いた、超高速・大容量通信の『USEN 光 plus
XG』 の提供を、本日 8 月 20 日より開始します。

【『USEN 光 plus XG』とは】
NTT 東日本・西日本が 4 月 1 日より提供している『フレッツ 光クロス』の卸サービスです。
超高速・大容量通信サービスとなり、最大概ね 10Gbps ※1 の通信速度で、動画やゲームが快適に楽しめます。
（※1）最大通信速度は、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。お客さまのご利用環境（端末機器の仕様な
ど）や回線の混雑状況などにより大幅に低下することがあります。また、『フレッツ 光クロス』の技術規格においては、通信品質確保などに必要
なデータが付与されるため、実際の通信速度の最大値は、技術規格上の最大値より十数％程度低下します。

【『USEN 光 plus XG』 概要】
1.サービス提供エリア
『USEN 光 plus XG』の提供エリアは一部地域となります。
NTT 東日本エリア
NTT 西日本エリア

＊2020 年 8 月 20 日現在

東京都大田区・世田谷区・杉並区・練馬区・板橋区・足立区・葛飾区・江戸川区・目黒区・中野区・品川区・
北区・江東区・渋谷区・新宿区・文京区・豊島区・墨田区・狛江市・調布市・三鷹市の一部
大阪府大阪市
愛知県名古屋市

＊ご提供エリアは、順次拡大の予定です。
＊必ず提供可能エリアをご確認いただいてから、お申し込みください。
・NTT 東日本 『フレッツ 光クロス』 提供エリア確認

https://flets.com/cross/area.html

・NTT 西日本 『フレッツ 光クロス』 提供エリア確認

https://flets-w.com/service/cross/area/
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2.サービス提供条件
提供タイプ

ファミリータイプ相当のみ

申込タイプ

新設のみ（転用、事業者変更は対象外となります）
IPoE 方式のみ ＊専用プランを用意しております

インターネット接続方式

(PPPoE 方式は 2021 年 4 月以降の提供開始を予定)

開通工事について

工事可能時間は、昼間の時間帯のみ（夜間・深夜工事不可、時間指定不可）

ルータについて

『USEN 光 plus XG』 専用ルータ（XG-100NE）が必要となります
NTT 東日本

NTT 西日本

・ 24 時間出張修理オプション

・ 24 時間出張修理オプション

・ フレッツ・テレビ伝送サービス

・ フレッツ・テレビ伝送サービス

・ リモートサポートサービス
利用可能オプションサービス

・ リモートサポートサービス

・ 訪問サポートサービス

・ 訪問サポートサービス

・ セットアップサービス

・ セットアップサービス

・ なおせ～る/なおせ～る PRO
・ オフィスまるごとサポート IT サポート＆セキュリティ

・ フレッツ v6 オプション

・ひかり電話
利用不可オプションサービス

・フレッツ・VPN ワイド
・フレッツ・VPN プライオ

3.料金プラン
◆サービス概要（回線）
https://usen-networks.ne.jp/hikariplus/ ＊サイト掲載は 2020 年 9 月上旬予定

（税抜）

プラン名

『USEN 光 plus XG』

最大通信速度

上り下り 最大 10Gbps ※2

新規契約事務手数料

3,000 円

新規開通工事費
月額利用料

18,000 円
定価

5,980 円

にねん割 ※3

5,200 円

専用レンタルルータ（月額）

500 円

（※2）最大通信速度は技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を保証するものではありません。お客さまのご利用環境（端末機器の仕様
など）や回線の混雑状況などにより大幅に低下することがあります。
（※3）にねん割の場合、最低利用期間 24 ヶ月（自動更新）、最低利用期間内で解約の場合は解約違約金 10,000 円（非課税）が発生
します。

◆サービス概要（ISP）
https://usen-networks.ne.jp/net/ ＊サイト掲載は 2020 年 9 月上旬予定
『USEN 光 plus XG』 を契約の場合、プロバイダは専用プランの契約が必要となります。当社では下記プランを提供します。
プラン名

『USEN NET v6 XG』

新規契約事務手数料

3,000 円

月額利用料

定価

2,200 円

にねん割 ※4

1,780 円

（税抜）

（※4）にねん割の場合、最低利用期間 24 ヶ月、最低利用期間内で解約の場合は解約違約金 10,000 円（非課税）が発生します。
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4.お申し込み・お問い合わせ先
当社カスタマーセンターおよび、HP お問い合わせフォームより受け付けております。
■USEN NETWORKS カスタマーセンター
usenhikari_toiawase@usen-networks.jp（営業時間：全日 10:30～18:30＊24 時間受付）
■HP お問い合わせフォーム
https://usen-networks.ne.jp/contact/
＊スマートフォンなどをご利用の方は、下記 QR コードからもアクセスできます。

5.株式会社 USEN NETWORKS について
商号

：株式会社 USEN NETWORKS

代表者

：代表取締役社長 山下 一成

本店

：東京都品川区上大崎三丁目 1 番 1 号 目黒セントラルスクエア

本社

：東京都渋谷区東 1-32-12 渋谷プロパティータワー

設立

：2017 年 6 月 16 日

資本金

：1000 万円

事業内容

：法人向け通信事業、販売代理店事業

URL

：https://usen-networks.co.jp

【報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
広報部：滝口、永野
TEL：03‐6823‐2010 E-MAIL：unhdpr@usen-next.jp
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