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光インターネット接続サービス『フレッツ光』の契約数が
岐阜県内で２０万回線突破しました！！
ＮＴＴ西日本 岐阜支店（支店長：池田 佳隆）が提供する光インターネット接続サービスの「フレッツ光」※１の岐阜県内
の契約数が、平成２３年１０月１７日に２０万回線を突破いたしました。
岐阜県内の「フレッツ光」は平成１４年３月に「Ｂフレッツ」（インターネット接続サービス）としてサービス提供を開始して
以来、より多くのお客様にご利用いただけるようにサービス提供エリアの拡大に努めてまいりました。
平成１７年９月に「フレッツ・光プレミアム」（インターネット接続サービス）の提供を開始し、セキュリティー機能を標準装備 ※2
した高速※３で快適なインターネット接続に加えて、オプション（別料金）として「ひかり電話」（電話サービス）※４、映像配信
サービス※５等、お客様の利用ニーズに合わせた様々な利用用途をご提案させていただくことで、個人のお客様から企業
のお客様まで幅広くご愛顧いただき、平成１９年１０月に１０万回線突破いたしました。
さらに、平成２１年６月からは次世代ネットワーク（ＮＧＮ） ※６サービスを活用した「フレッツ 光ネクスト」（インターネット
接続サービス）の提供を開始し、平成２２年５月より最大通信速度２００Mbps※３でインターネットサービスプロバイダ様等へ
接続するハイスピードタイプの提供を開始するなど、サービスラインナップの充実を図り、その後も順調に契約数が増加し
平成２３年１０月１７日に２０万回線を突破いたしました。
今後もＮＴＴ西日本 岐阜支店では、「フレッツ光」（インターネット接続サービス）をより楽しく、より便利にご利用いただ
けるようサービスの普及・拡大に努め、ＮＴＴ西日本ならではの充実したサポート体制を図り、豊かなブロードバンド・ユビキ
タス社会の実現に貢献してまいります。
【岐阜県内における「フレッツ光」（インターネット接続サービス）契約数の推移】
（単位：回線）

200,000

H21.7 月
15 万回線

175,000

H19.10 月
150,000

10 万回線

125,000
100,000
75,000
50,000

H18.5 月

Ｈ２３．１０月１７日

5 万回線

２０万回線突破！

Ｈ14.3 月
ｻｰﾋﾞｽ提供開始

25,000
0
H14.3末

H15.3末

H16.3末

H17.3末

H18.3末

H19.3末

H20.3末

H21.3末

H22.3末

H23.3末

H23.10

※1 ・ＮＴＴ西日本 が提供 する光インターネット接 続サービス｢フレッツ 光 ネクスト｣、｢フレッツ・ 光プレミアム｣、および｢Ｂフレッツ｣の総 称
です。
・サービス提供エリアであっても、設備の状況等によりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスがご利用いただけない場合が
ございます。
・ サービス提 供 エリアにつきまし ては、お問 い合 わせいただくか、もし くは弊 社 ホームページ（http://flets-w.com/） にてご 確 認 くだ
さい。
・お客様建物内の既設の配管設備等の状況により、新たに配管設備等のご用意をお願いする場合があります。
・本 サービスにつきまし ては、ご 利 用 のパソコン環 境（ ＯＳ 等） により、一 部 機 能 が制 約 される場 合があります。詳し くは、弊 社ホーム
ページ（http://flets-w.com/）にてご確認ください。
・パソコン等の端末機器を接続するために必要なＬＡＮケーブルや LAN カード等（ＮＩＣ）はお客さまにてご準備ください。
・インターネットのご利用には、本サービスに対応したプロバイダーとのご契約・ご利用料金が必要です。
※2 ・標準装備のセキュリティー機能はパソコン（ＯＳ）１台分です。２台目以降は別途有料です。
・ご利 用 の パソコ ン環 境 （ＯＳ等 ） により、セ キュリティ ー機 能 がご 利 用 になれな い場 合 があり ます。 詳 しくは 弊 社 ホー ムページ
（http://flets-w.com/）をご覧ください。
・お客様のパソコンにインストールされているソフト等との相性によりセキュリティー機能が正常に動作しない場合があります。
・ コンピューターウイ ルス等 からお客 様 のパソコンを保 護 するためには 、「フレッツ光」 もし くは「 フレッツ・Ａ ＤＳＬ」（ いずれもイ ンター
ネット接 続サービスです。）に接 続し、セ キュリティー対策 ツールのコンピューターウイルス定義ファイルやプログラムの更 新（アップ
デート）を行い、常に最新の状態にしていただく必要があります。
・本サービスはすべてのコンピューターウイルス・スパイウェア・不正アクセス等への対応を保証するものではありません。
※3 ・インターネット（ＩＰｖ6 ＩＰoＥ）接続での通信（ＩＰｖ6 アドレスに対応したインターネットサイトの閲覧等）を行う場合、「フレッツ 光ネクスト
ファイミリー・ハイスピードタイプ/マンション・ハイスピードタイプ」の下り最大速度は概ね１Gbps です。
・本サービスはベストエフォート型サービスです。最大２００Mbps/概ね 1Gbps とは、技術規格上の最大値であり、お客様宅内での実効
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、パソコン等のお客様 のご利 用環 境や回 線の混雑 状況 、ご利用 時間 帯、セキュリティー機 能のご
利用状況によっては数 Mbps になる場合があります。
・すでに 100Mbpsダイプをご利用のお客様が、「フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプ」に変更した場合であっても、お客様の設備状
況により、実行速度が向上しない場合があります。
※4 ・「ひかり電話」（電話サービス）のご利用には、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」（いずれもインターネット接続サービス
です。）の契約・料金の他に、「ひかり電話」（電話サービス）の契約・料金が必要です。
・００３９等の電気通信事業者を指定した発信、ダイヤルＱ²など、一部かけられない番号があります。
・停電時には「ひかり電話」（電話サービス）はご利用いただけません。
・ひかり電話のご利用には別途工事費が必要です。
※5 ・映像配信サービス（ひかりＴＶ（映像配信サービス）またはＵ－ＮＥＸＴ（音楽・映像サービス））は、ＮＴＴ西日本が映像配信サービス
提供事業者にお取り次ぎさせていただいた後、お客様と映像配信サービス提供事業者との間でご契約が完了次第ご利用いただけ
ます。
・「フレッツ・ 光 プレミアム ファミリータイ プ／マ ンションタイ プ」 または「フレッツ 光 ネク スト ファミリータイプ／ファミリー・ ハイ スピード
タイプ／ファミリー・エクスプレスタイプ／マンションタイプ／マンション・ハイスピードタイプ／マンション・エクスプレスタイプ」もしくは
「Ｂフレッツ ファミリー１００タイ プ／マ ンションタイ プ」（ いずれもイ ンターネット接 続 サービスです。） の契 約 が必 要 です。「フレッツ
光 ネクスト ビジネスタイ プ」（インターネット接 続 サービス）ではご利 用 いただけません。「Ｂフレッツ」 の場合 、「フレッツ・ｖ６アプリ」
（オプション）の契約も必要です。（別途、契約料・工事費、月額利用料がかかります。）
なお「Ｕ－ＮＥＸＴ」 については、「ＵＳＥＮ ｏｎ フレッツサービス（音 楽放 送）」と一 部 の「チャンネルサービス」がご 利用 不 可となり
ますが、上記以外のブロードバンド回線（実測値４Ｍｂｐｓ以上推奨）でもご利用可能です。
・お客様のご利用環境やネットワーク混雑状況によりご利用できない場合があります。
・本サービスのお申し込み、ご利用は個人のお客様に限ります。
※6・ＮＧＮ（Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋの略）
・既存ＩＰ通信網（地域ＩＰ網およびひかり電話網）を高速化・大容量化したもので、既存の電話網とは別に構築いたします。

■「フレッツ光」に関するお客様からのお申し込み・お問い合わせ先
（１）電話によるお申し込み・お問い合わせ
０１２０－１１６１１６（受付時間 9：00～21：00）
＊土・日・祝日も受付しております。年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日を除きます。
＊17 時以降のお問い合わせについては、翌日以降に対応させていただく場合がございます。
＊携帯電話・PHS からもご利用いただけます。

（２）インターネットによるお申し込み・お問い合わせ
弊社ホームページ ＵＲＬ：http://flets-w.com/

ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表時のものです。
最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ 電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。
審査 11－1934－1

