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沖縄セルラー株式会社

法人向け光ファイバーサービス
「au ひかり ビジネス」、「au ひかり ちゅら ビジネス」
の提供開始について
～低廉で高速・高品質な通信環境を中小企業のお客さまへ～
ＫＤＤＩ、沖縄セルラーは 2012 年 4 月 1 日より、中小企業のお客さまを対象に、高速インタ
ーネットと高品質な IP 電話サービスをご利用いただける「au ひかり ビジネス」、「au ひかり
ちゅら ビジネス」（注 1）の提供を開始します。
本サービスは、2012 年 3 月 1 日よりお申し込みいただけます。
本サービスは、光ファイバーをアクセス回線として、上り下りともに最大 300Mbps（注 2）の高
速インターネットと、一般の固定電話と同等の品質の IP 電話を低廉な料金でご利用いただけ
る法人向け光ファイバーサービスです。さらに、同一法人名義で au スマートフォン、および 5 つ
のビジネスアプリを月額 390 円（税込）でご利用いただけるクラウドサービス「ベーシックパック」
をお申込みいただくことで、au スマートフォンの毎月のご利用料金から１台あたり最大 2 年間
1,480 円（税込）を割り引く「スマートバリュー for Business」をご利用いただけます。
本サービスは、PC やスマートフォンなど複数のデバイスとクラウドサービスをつなぐ基幹ネ
ットワークとしてだけでなく、プライベートクラウドやデータセンターをご活用のお客さまには、
企業向け広域データネットワークサービス「KDDI Wide Area Virtual Switch」（注 3）のアクセス
回線としてもご利用いただけます。
KDDI は、モバイル通信や固定通信を快適にご利用いただける高品質なネットワークを提
供し、中小企業のお客さまにとって最適な業務環境の構築をサポートしていきます。
詳細は別紙をご参照ください。
（注 1） 沖縄県でのサービス名称は「au ひかり ちゅら ビジネス」です。
（注 2） 本サービスはベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速
度を示すものではありません。パソコンなどお客さまのご利用環境、回線の状況等により低下する
場合があります。
（注 3） サービスの詳細は HP をご参照下さい。(http://www.kddi.com/business/kddi_wvs/index.html)
※スマートバリューはイーエムシー株式会社の登録商標です。

参考：「au ひかり ビジネス」のご利用イメージ
以
【報道機関からのお問い合わせ先】
KDDI 広報部 鶴田 TEL（03）6678-0690
沖縄セルラー営業部 備瀬 TEL(098)869-5818
【お客さまからのお問い合せ先】
法人お客さまセンター
0077-7007（無料）
0120-921-919（無料）
受付時間: 9:00～19:00（土・日・祝日を除く）

上

＜別紙１＞
１．サービス内容
（1）インターネット接続
・上り/下りとも最大 300Mbps（注 1）の高速インターネット接続サービスを提供します。
また、通信回線からプロバイダまでまとめて提供し、故障受付も一元的に 24 時間
365 日対応します。
（注 1）本サービスはベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、
実使用速度を示すものではありません。パソコンなどお客さまのご利用環境、回線の状況等に
より低下する場合があります。

■提供条件等
品目

100Mbps、300Mbps（注 1）

接続インターフェース

100BASE-TX、1000BASE-TX(全二重)

IP アドレス （IPv4）

固定 IP アドレス 4～32 個（注 2）

サポート

24 時間 365 日故障受付・全日 9 時～17 時故障対応
（オプションで 24 時間 365 日故障対応あり）

最低利用期間

1 年間

（注 2） 割り当てられた IP アドレスのうち先頭のネットワークアドレスおよび最後のブロードキャスト
アドレスはお客さまの機器ではご利用いただけません。

（2）IP 電話サービス
・ 光ファイバーをアクセス回線とし、KDDI の IP ネットワークをバックボーンとした、高品
質な IP 電話サービスです。
・ ナンバーポータビリティにより、他社の回線から切替えても現在ご利用の PBX、電話機、
電話番号（ダイヤルイン番号を含む）をそのままご利用いただけます。また、0120 番号
も「フリーコール」に番号を引き継ぐことが可能です。
・ 法人企業で必要な代表・ダイヤルインのほか、着信転送、番号通知リクエスト、発信番
号表示等のご利用が可能です。
また、内線接続サービス「KDDI ビジネスコールダイレクト」（注 3）や「KDDI 電話会議
サービス」（注 4）等のサービスもご利用いただけます。
（注 3）携帯電話、固定電話を含めた内線接続サービス（通話料無料）
（注 4）基本料無料で使った分だけの利用料で使える電話会議サービス

■提供条件等
電話番号

0AB～J 番号 （ナンバーポータビリティ可能）

電話番号数

1 契約 1 番号、500 番号まで追加可能

チャネル数

1～8 チャネル

主な付加サービス

代表接続・ダイヤルイン・基本番号通知・着信拒否
発信者番号表示・番号通知リクエスト・着信転送 等

緊急通報対応

110 番、119 番、118 番への接続が可能

フリーコール対応

0120、0800 番号宛の通話が可能
フリーコールの着信回線としても利用可能

主な割引サービス

・ａｕケータイ着信割引
同一法人名義のａｕケータイを１台以上保有していれば、
全てのａｕケータイへの通話料が 50%割引
・ビジネス通話定額
同一法人企業の固定・携帯間の通話料が定額

サポート

24 時間 365 日故障受付・全日 9 時～17 時故障対応
（オプションで 24 時間 365 日故障対応あり）

最低利用期間

1 年間

2．提供料金
料金に関する詳細は、「提供料金について」をご参照ください。
（提供例）インターネット（ＩP アドレス 4 個）／IP 電話 4ch 利用の場合の基本料金(注 5)
インターネット＋IP 電話

インターネットのみ

IP 電話のみ

8,295 円

6,720 円

6,090 円

(注 5) 料金は税込みです。アダプタ料金は含まれていません。

3．「スマートバリュー for Business」のご利用
本サービスと同一法人名義で au スマートフォン、クラウドサービス「ベーシックパック」を
お申込みいただくことで、au スマートフォンの毎月のご利用料金から１回線あたり最大
2 年間 1,480 円（税込）を割り引く「スマートバリュー for Business」をご利用いただけます。

4．アクセス回線としてのご利用
本サービスは、「KDDI Wide Area Virtual Switch」のブロードバンドアクセス方式Ⅱにおいて
最も安価なアクセス回線としてご利用いただけます。また、IP 電話サービスと併用することで、
音声・データを統合するネットワークを安価に構築できます。
※インターネット接続サービスとの併用はできません。
※「スマートバリュー for Business」ご利用のための対象サービスとはなりません

5．提供エリア
全国 47 都道府県(注 6)
(注 6) 提供エリアは順次拡大する予定です。なお、提供エリア内であっても、お客さまの建物設備等の
状況により、サービスをご利用いただけない場合があります。

6．提供開始日
（1）お申し込み受付開始日
2012 年 3 月 1 日
（2）提供開始日
2012 年 4 月 1 日

7．お問合せ先
営業担当者または法人お客さまセンターにご連絡ください。

＜法人お客さまセンター＞
0077－7007（無料）
0120-921－919（無料）
受付時間 9:00～19:00（土・日・祝日を除く）
以 上

＜参考＞
■「au ひかり ビジネス」のご利用イメージ
●インターネット・IP 電話をご利用の場合
※金額は税込

●「KDDI Wide Area Virtual Switch」のアクセス回線として利用する場合

※U-ADP は、「KDDI Wide Area Virtual Switch」ご利用時に必要なアダプタです。
KDDI では音声用のアダプタとセットで提供します。

