
■提供料金について 
（   ）内は消費税込みの料金です 

１．月額利用料金 

(1) 基本料 

インターネットのみご利用の場合【表１】 

IP アドレス数 月額料金 

4 個（/30） 6,400 円（税込 6,720 円） 

8 個（/29） 100,900 円（税込 105,945 円) 

16 個（/28） 125,900 円（税込 132,195 円） 

32 個（/27） 165,900 円（税込 174,195 円） 

 

ＩＰ電話をご利用の場合【表２】 

ch 数 IP 電話＋インターネット IP 電話のみ 

1ch 7,500 円（税込 7,875 円） 2,800 円（税込 2,940 円） 

2ch 7,500 円（税込 7,875 円） 2,800 円（税込 2,940 円） 

3ch 7,500 円（税込 7,875 円） 5,800 円（税込 6,090 円） 

4ch 7,900 円（税込 8,295 円） 5,800 円（税込 6,090 円） 

5ch 8,300 円（税込 8,715 円） 

6ch 8,700 円（税込 9,135 円） 

7ch 9,100 円（税込 9,555 円） 

8ch 9,500 円（税込 9,975 円） 

*インターネットは IP アドレス 4 個（/30）の場合の料金です。 

*電話のみで 5～8ch をご利用の場合でも「IP 電話＋インターネット」の料金と同一です。 

 

(2) 機器利用料【表３】 

 台数 月額料金 

1 台（1～4ｃｈの場合） 700 円（税込 735 円） 
アダプタ 

2 台（5～8ｃｈの場合） 1,200 円（税込 1,260 円） 

 

(3) 保守オプション利用料【表４】 

  月額料金 

24 時間保守オプション 3,000 円（税込 3,150 円）／回線 

 

(4) 付加サービス利用料（ＩＰ電話ご利用時）【表５】 

  項目 月額料金 

代表 無料 

ダイヤルイン 無料 

追加番号 100 円（税込 105 円）／番号 

基本番号通知 無料 

発信番号表示（ナンバー・ディスプレイ） 400 円（税込 420 円）／回線 

番号通知リクエスト（ナンバー・リクエス

ト） 
200 円（税込 210 円）／回線 

着信転送 1,000 円（税込 1,050 円）／回線 

着信拒否（指定番号拒否） 500 円（税込 525 円）／回線 

付加 

サービス 

フリーコール番号通知 100 円（税込 105 円）／回線 

 

 



２．通話料（ＩＰ電話ご利用時）【表６】 

  種別 ダイヤル 通話料 

国内加入電話 全国一律 
相手先電話番号    

※市外局番省略可能 
8 円（税込 8.4 円）／3 分 

au 携帯電話宛 080-／ 090- 15.5 円（税込 16.275 円）／1 分 
携帯電話 

au 携帯電話以外宛 080-／ 090- 16 円（税込 16.8 円）／１分 

PHS PHS 宛 070- 
10 円（税込 10.5 円）＋10 円（税込 10.5 円）

／1 分 

IP 電話 ＫＤＤＩ電話、他社ＩＰ電話宛 相手先電話番号 8 円（税込 8.4 円）／3 分 

国際通話 ダイヤル自動通話 （001-）010-国番号 例：アメリカ本土宛 9 円（免税）／1 分 

緊急通報 

（警察／消防・救急／海上保安

庁） 

110／119／118 無料 

時報 117 8 円（税込 8.4 円）／3 分 

天気予報 （市外局番）-177 8 円（税込 8.4 円）／3 分 

電報 115 通話料無料・電報利用料別途 

発信 

特別番号 

災害用伝言ダイヤル 171 8 円（税込 8.4 円）／1 分 

固定発 8 円（税込 8.4 円）／3 分 

携帯発 10 円（税込 10.5 円）／30 秒 

PHS 発 15 円（税込 15.75 円）／1 分 
着信 

KDDI 

フリーコール 

公衆電話発 

0800／0120／ 

0077-23／0077-8- 

27 円（税込 28.35 円）／1 分 

 

３．一時金（工事費・登録料）【表７】 

  項目 一時金 

回線工事費 30,000 円（税込 31,500 円）／回線 
回線工事費 

屋内配線工事費（新規申込みの場合） 実費 

アダプタ設置工事費（1 台の場合） 8,000 円(税込 8,400 円）／工事 
端末工事費 

アダプタ設置工事費（2 台の場合） 9,500 円(税込 9,975 円）／工事 

登録料 IP 電話登録料 2,000 円(税込 2,100 円）／回線 

代表 1,000 円（税込 1,050 円）／回線 

ダイヤルイン 3,000 円（税込 3,150 円）／回線 

追加番号 700 円（税込 735 円）／番号 

基本番号通知 無料 

発信番号表示（ナンバー・ディスプレイ） 1,000 円（税込 1,050 円）／回線 

番号通知リクエスト（ナンバー・リクエスト） 1,000 円（税込 1,050 円）／回線 

着信転送 1,000 円（税込 1,050 円）／回線 

着信拒否（指定番号拒否） 1,000 円（税込 1,050 円）／回線 

フリーコール番号通知 1,000 円（税込 1,050 円）／回線 

付加サービス 

工事費 

番号ポータビリティ 2,000 円（税込 2,100 円）／番号 

 

４．IPアドレス・ドメイン申請費用（インターネットご利用時）【表８】 

項目 初期費用 年額 

IP アドレス取得代行手数料 IPv4 アドレス 6,000 円（税込 6,300 円） - 

ドメイン名取得代行手数料(JP ドメイン名のみ) 6,000 円（税込 6,300 円） - 

ドメイン名変更手数料（属性型地域型 JP ドメイン名のみ） 30,000円（税込31,500円） - 

ドメイン名移転手数料(JP ドメイン名のみ) 30,000円（税込31,500円） - 

ドメイン名維持管理料(JP ドメイン名のみ) - 3,600 円（税込 3,780 円）

ドメイン名指定事業者変更手数料(JP ドメイン名のみ) 3,000 円（税込 3,150 円） - 



●KDDI Wide Area Virtual Switch（KDDI WVS）のアクセス回線としての提供料金について 

（   ）内は消費税込みの料金です 

１．月額利用料金 

(１) 基本料 

KDDI Wide Area Virtual Switch 回線使用料【表９】 

項目 月額料金 

回線使用料 12,500 円(税込 13,125 円) 

IP 電話のご利用が無い場合 2,400 円(税込 2,520 円) 

IP 電話のご利用が１～4ｃｈの場合 2,400 円（税込 2,520 円） 回線終端装置使用料 

IP 電話のご利用が 5～8ch の場合 2,900 円（税込 3,045 円） 

 

KDDI Wide Area Virtual Switch ご利用時の IP 電話利用料【表１０】 

ch 数 月額料金 

1ch 1,100 円（税込 1,155 円） 

2ch 1,100 円（税込 1,155 円） 

3ch 1,100 円（税込 1,155 円） 

4ch 1,500 円（税込 1,575 円） 

5ch 1,900 円（税込 1,995 円） 

6ch 2,300 円（税込 2,415 円） 

7ch 2,700 円（税込 2,835 円） 

8ch 3,100 円（税込 3,255 円） 

 

(2) 保守オプション利用料 

【表 4】と同内容 

 

(3) 付加サービス利用料（ＩＰ電話ご利用時） 

【表 5】と同内容 

 

２．通話料（ＩＰ電話ご利用時） 

【表 6】と同内容 

 

３．一時金（工事費・登録料）【表１１】 

  項目 一時金 

回線工事費 

端末工事費 

登録料 

付加サービス

工事費 

【表 7】と同内容 

回線接続工事(交換機に係る工事) 3,000 円(税込 3,150 円)／回線 

回線接続工事（上記以外） 2,500 円(税込 2,625 円)／回線 
WVS 

回線工事費 
回線接続装置の工事 20.000 円(税込 21,000 円)／回線 

 

 

 

 

 

 

 

 



●利用形態別の料金表の見方 

 

  
インターネット

のみ 
IP 電話のみ 

インターネット

＋IP 電話 
WVS のみ ＷＶＳ＋IP 電話

基本料 【表１】 【表２】 【表２】 【表９】 【表９】+【表１０】

機器利用料 ― 【表３】 【表３】 ― ― 

保守オプション利用料 【表４】 【表４】 【表４】 【表４】 【表４】 

月
額
利
用
料
金 

付加サービス利用料 ― 【表５】 【表５】 ― 【表５】 

通話料（IP 電話ご利用時） ― 【表６】 【表６】 ― 【表６】 

一時金 【表７*】 【表７】 【表７】 【表１１】 【表１１】 

IP アドレス・ドメイン申請費用 【表８】 ― 【表８】 ― ― 

*インターネットのみご利用の場合、一時金は回線工事費のみ 

 

 

以 上 

 


