
平成 28 年 3 月 18 日

中・小規模事業所向け光電話とインターネットサービス

「トークネット光」の提供開始について

～光電話とインターネットをセットで月額料金 5,900 円からご提供～

TOHKnet（トークネット、社名：東北インテリジェント通信株式会社、代表取締役社長 佐久間

洋、本社：仙台市青葉区）は，高品質で安心・安全なビジネス向け光電話とインターネットが低価

格でご利用いただける新サービス「トークネット光」の提供を開始いたします。

「トークネット光」は，東北 6 県および新潟県で，当社独自の光ファイバネットワークをアクセス回

線として，ビジネス向け「光電話」と「インターネット」をオールインワンでご提供するサービスです。

「光電話」は，1 音声チャネル 1 番号から，番号ポータビリティにより現在お使いの電話番号をそ

のままご利用いただける他，代表機能，ダイヤルイン機能，発信者番号表示機能が追加料金無

料でご利用いただけます。

「インターネット」は，高速で快適な最大 1Gbps の超高速通信回線がインターネットプロバイダと

ワンストップでご利用いただけます。

TOHKnet は，中・小規模の事業者さまを中心に幅広いビジネスシーンでご活用いただける本サ

ービスを，シンプルなプランと低価格な料金でご提供し，お客さまのコスト削減や業務効率の向上

をサポートしていきます。

サービスの詳細は，【別紙１】をご参照ください。

また，「トークネット光」の新規提供開始を記念した「初期費用無料キャンペーン」を，平成 28 年

3 月 22 日（火）より実施いたします。

キャンペーンの内容は【別紙２】をご参照ください。

本件に関するお問い合わせは，下記までお願いいたします。

お客さま ： トークネット光サポートデスク

TEL : 0120-275-025



【別紙１】

１．サービス名称とロゴマーク

名称：トークネット光

２．サービス概要

（１）光電話

電話番号 0AB～J 番号（※）

番号ポータビリティ 利用可能

音声チャネル数 1～8 音声チャネル

電話番号数 1～500 番号

基本サービス 代表機能，ダイヤルイン機能，発信者番号表示機能

付加サービス 音声チャネル追加、追加番号、転送電話，迷惑電話拒否，

非通知着信拒否 等

（※）光電話付加サービスの追加番号として，050 番号が利用可能です。

（２）インターネット

サービスクラス ベストエフォート型

帯域 最大 1Gbps（上り/下り）

IP アドレス IPv4 固定アドレス（標準 1 個，最大 32 個まで追加可能）

プロトコル スタティック

（３）最低利用期間，保守条件

最低利用期間 「標準コース：1 年間」「2 年更新コース：2 年間」

保守条件 故障受付時間 全日 9 時～22 時

復旧対応時間 全日 9 時～22 時

なお，サービスの詳細はホームページ（http://www.tohknet.co.jp/t-hikari）をご参照ください。

＜ご利用イメージ＞



３．提供料金

（１）月額料金

①基本料

プラン
料金額（税抜）

標準コース 2 年更新コース

「光電話＋インターネット」プラン（※） 6,100 円 5,300 円

（※）上記プランには，1 音声チャネル，1 番号が標準サービスとして含まれます。

②トークネット光アダプタレンタル料

（単位：台）

アダプタ種別 インターフェイスと対応チャネル数 料金額（税抜）

a2 アナログインターフェイス、最大 2 音声チャネル 600 円

a4 アナログインターフェイス、最大 4 音声チャネル 1,400 円

b4 ＢＲＩインターフェイス、最大 4 音声チャネル 2,000 円

（注）音声チャネルが 5 以上となる場合，トークネット光アダプタ A4 または B4 タイプが 2 台必要です。

③付加サービス利用料

サービス種別 単位 料金額（税抜）

音声チャネル追加 1 音声チャネル 300 円

追加番号 1 電話番号 100 円

転送電話 1 回線 500 円

その他の付加サービス利用料，通話料，初期費用につきましては，ホームページよりご確認く

ださい。

（２）月額料金算定例

①光電話＋インターネットプラン（2 年更新コース），電話 1 音声チャネル 1 番号利用の場合

基本料 5,300 円（税抜） ＋ トークネット光アダプタ 600 円（税抜） ＝ 5,900 円（税抜）

②光電話＋インターネットプラン（2 年更新コース），電話 3 音声チャネル 2 番号利用の場合

基本料 5,300 円（税抜） ＋ トークネット光アダプタ 1,400 円（税抜）

＋ 音声チャネル追加 600 円（税抜） ＋ 追加番号 100 円（税抜） ＝ 7,400 円（税抜）



４．オプションサービス

・トークネット光と併せて，本サービスご契約者さま向けのオプションサービス「メール・Web ホ

スティング K プラス」を，カゴヤ・ジャパン株式会社との提携により提供開始いたします。

・大容量のホスティングサービスが月額料金 500 円～，S10，S20，S30 プランでは独自ドメイ

ンが無料でご利用いただけます。

機能 プラン
ディスク容量 月額料金

（税抜）

初期費用

（税抜）メール Web

メール メールプラン 20GB - 500 円 無料

Web S10 プラン - 100GB 1,000 円 無料

メール+Web
S20 プラン 100 200GB 2,000 円 2,000 円

S30 プラン 100 300GB 3,000 円 3,000 円

５．ご提供エリアと申込み受付開始日

（１）平成 28 年 3 月 22 日（火）より申込み受付開始するエリア

青森県 青森市，八戸市，弘前市

秋田県 秋田市

宮城県 仙台市，塩竈市，多賀城市，七ヶ浜町，富谷町，大和町

福島県 福島市，郡山市

新潟県 新潟市，長岡市，上越市

（注）サービスエリア内であっても，お客さま建物構造や立地条件等からサービスをご提供できない場合があ

ります。

（２）今後，拡大を予定しているエリア

（注）具体的な申込み受付開始日は，別途お知らせいたします。

以 上

岩手県 盛岡市

宮城県 名取市，岩沼市，利府町，松島町，石巻市，東松島市

山形県 山形市，酒田市，鶴岡市，米沢市

福島県 いわき市

新潟県 新発田市



【別紙２】

「トークネット光初期費用無料キャンペーン」について

１． 実施期間

平成 28 年 3 月 22 日（火）～9 月 30 日（金）まで

（注）実施期間は延長する場合があります。

２． 適用条件

上記実施期間内に「トークネット光（光電話+インターネットプラン）」を新規にお申込みいただ

いたお客さま。

３． キャンペーン概要

「トークネット光（光電話+インターネットプラン）」の新規お申込みに係る下記の初期費用が無

料となります。

項目 通常料金（税抜） キャンペーン料金

事務手数料 3,000 円/契約

無料回線工事費 30,000 円/契約

トークネット光アダプタ設置工事費（※） 5,000 円/台

（※）1 契約あたり 1 台目のみがキャンペーン対象となります。2 台目は通常料金が必要となります。

（注）お申込み内容によっては，上記以外の初期費用が別途必要となる場合があります。

以 上


