
　本付属約款は、「ライト光 Powered by CLOUD LINE」（以下「ライト光」といいます）を株式会社ホワイトサポートとご契約いただいた契約者
（以下「契約者」といいます）に対して、「CLOUDLINEサービス契約約款」（以下「本契約約款」といいます）と一体のものとして、適用されるも
のとします。

第1条（利用契約の単位）
　利用契約は、別紙1に定めるライト光のプランごとに締結されるものとします。

第2条（ライト光の利用に係る料金、算定方法等）
　契約者のライト光の利用にかかる料金は、別紙2に定めるとおりとします。

第3条（本付属約款の改訂について）
　本付属約款は、事前に通知することなく改訂される場合があります。改訂時に、ライト光をご利用中の契約者は、改訂後の約款の内容に同意したも
のとみなされるものとします。

第4条（その他）
　本付属約款に定めのない事項は、本契約約款の定めに従うものとします。

以上

2016年12月1日制定
2017年 3月 1日改定
2017年11月1日改定
2018年5月22日改定
2018年9月1日改定

1

付記　「ライト光 Powered by CLOUD LINE」付属約款
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別紙1　＜ライト光の詳細＞

【ライト光の各プラン】

1.プロバイダサービスを含まないプラン

※本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービスの
利用契約を締結する必要があります。

2.プロバイダサービスを含むプラン

※契約年数の計算は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、12ヵ月目までを1年目、13ヵ月目から24ヵ月目を2
年目とし、以後同様に計算するものとします。

3.本サービスは、以下のコンテンツを含むプランがございます。
【セキュリティ】
（1）「セキュリティ」とは、契約者のパソコン上のウイルスの検出・駆除および外部からの不正アクセスを防ぐソフトウェアを提供するサービスです。
（2）セキュリティをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアの導入が必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、当社より

の「開始通知書」案内を、ソフトウェアの導入については本サービスのホームページ等を必ず、ご確認ください。なお、ソフトウェアの導入が可能なパ
ソコンの台数の上限については、別途当社が適切と判断する方法によって指定します。

（3）他のウイルス対策ソフト（ファイアウォール製品含みます。）をご利用の場合、セキュリティが正常に動作しません。必ず他のウイルス対策ソフトをアン
インストールしてご利用ください。

（4）セキュリティは、契約者の環境下に存在する全てのセキュリティ上の問題が検出されること、全てのセキュリティホールが修復・改善されること、全て
のウイルスやスパイウェアを検知・駆除できること、または全ての不正アクセスやフィッシングを検知・遮断することを保証するものではなく、その他
契約者の全ての要求を満たすことを保証するものではありません。

（5）Windowsファイアウォールを無効（停止）にしてご利用ください。
（6）セキュリティは予告なく内容を変更することがあります。
（7）セキュリティのご利用およびそれに関連して生じた契約者または第三者の損害に対して、当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行

いません。
（8）セキュリティはキングソフト株式会社のInternetSecurity2017を利用しております。
（9）当社は、キングソフト株式会社より許諾を受けて、セキュリティを契約者に提供しております。セキュリティに関して、契約者に生じた一切の不具合等

に関しましては、当社は一切の責任を負いません。

＜システム動作環境＞
　システム動作環境については、当社サイトhttp://cloud-line.jp/support/kingsoftsecurity/にてご確認ください。

＜お問い合わせ先＞
　セキュリティの利用ご相談は、当社が運営するサポートセンターに、直接電話でご連絡ください。
　　（受付先）CLOUD LINEサポートセンター
　　　　　TEL：0570-020 -301（携帯電話・PHSからもお問い合わせいただけます）
　　　　　受付時間10：00～18：00（年末年始を除く）

【データバックアップ】
（1）「データバックアップ」とは契約者のパソコン、スマートフォン、タブレット内に保存されている大切なデータを容量無制限でバックアップできるサー

ビスです。
（2）データバックアップはAOSデータ株式会社の「AOSBOX Cool」「AOS Cloud」をご利用いただくサービスとなります。
（3）データバックアップのご利用には、別途AOSデータ株式会社の定める利用規約にも併せて同意いただくものとします。
（4）バックアップをご利用いただくにあたり、パソコン向けサービスとスマートフォン、タブレット向けのサービスをお選びいただけます。
（5）バックアップをご利用いただくにはソフトウェアのインストールおよびユーザー登録が必要です。

ダウンロードおよびユーザー登録にはクラウドラインのマイページに記載されているライセンスキーが必要になります。各種ダウンロードについては
ホームページにある本サービスページからご確認いただけます。

（6）AOSBOX Coolは1ライセンスキーにつき3台まで、AOS Cloudは1ライセンスキーにつき3台までご利用いただけます。
（7）写真/画像、連絡先、書類のデータであっても、一部対応していないファイル形式があります。また、端末内の全てのデータをバックアップするもので

はありません。

【ランサムディフェンダー】
（1）「ランサムディフェンダー」とは、契約者のパソコンをランサムウェア（身代金要求型ウイルスソフト）から保護するためのセキュリティソフトです。
（2）ランサムディフェンダーは、AOSデータ株式会社の「ファイナルランサムディフェンダー」をご利用いただくサービスです。
（3）ランサムディフェンダーのご利用には、別途AOSデータ株式会社の定める使用許諾契約書にも併せて同意いただくものとします。
（4）ランサムディフェンダーは法人名義でご契約いただいたお客様のみに提供可能なサービスです。
（5）ランサムディフェンダーはパソコン専用のセキュリティソフトです。1ライセンスにつき1台までのご利用になります。
（6）ランサムディフェンダーには2ライセンスがお客様に付与されます。ご利用にはソフトウェアのインストール、及びクラウドラインのマイページに通知す

るライセンスキーの入力が必要になります。
（7）ランサムディフェンダーはすべてのランサムウェアからの保護を保証するものではございません。

NO． 月額基本料金プラン名
１
2

ライト光 ファミリー44 4,400円（税抜）
ライト光 マンション34 3,400円（税抜）

3 ライト光 ファミリーBiz3980 3,980円（税抜）

4 ライト光 マンションBiz2980 2,980円（税抜）

5 ライト光 ミニ 2,980～4,680円（税抜）

6 ライト光 ミニBiz 2,780～4,480円（税抜）

7 ライト光 ファミリー4780 4,780円（税抜）

8 ライト光 マンション3780 3,780円（税抜）

9 ライト光 ファミリーRDライト 5,080円（税抜）

10 ライト光 マンションRDライト 4,080円（税抜）

NO． 月額基本料金プラン名
１
2

ライト光 ファミリー53 5,300円（税抜）

3 ライト光 NEW ファミリー49 4,980円（税抜）
4

5

6

ライト光 マンション42 4,200円（税抜）

ライト光 NEW マンション39 3,980円（税抜）

4,980円（税抜）（1年目）
5,300円（税抜）（2年目）
5,250円（税抜）（3年目）
5,200円（税抜）（4年目）
5,150円（税抜）（5年目）

4,500円（税抜）（6年目以降）

ライト光 ファミリー長とく

ライト光 マンション長とく

3,980円（税抜）（1年目）
4,200円（税抜）（2年目）
4,150円（税抜）（3年目）
4,100円（税抜）（4年目）
4,050円（税抜）（5年目）

3,400円（税抜）（6年目以降）

7 ライト光 ミニパック 3,980～5,680円（税抜）

8
9
10
11
12

ライト光 ミニパックBiz 3,780～5,480円（税抜）
ライト光 ファミリー5680 5,680円（税抜）
ライト光 マンション4580 4,580円（税抜）
ライト光 ファミリーRD 5,980円（税抜）
ライト光 マンションRD 4,980円（税抜）
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別紙1　＜ライト光の詳細＞

【ライト光の各プラン】

1.プロバイダサービスを含まないプラン

※本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービスの
利用契約を締結する必要があります。

2.プロバイダサービスを含むプラン

※契約年数の計算は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、12ヵ月目までを1年目、13ヵ月目から24ヵ月目を2
年目とし、以後同様に計算するものとします。

3.本サービスは、以下のコンテンツを含むプランがございます。
【セキュリティ】
（1）「セキュリティ」とは、契約者のパソコン上のウイルスの検出・駆除および外部からの不正アクセスを防ぐソフトウェアを提供するサービスです。
（2）セキュリティをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアの導入が必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、当社より

の「開始通知書」案内を、ソフトウェアの導入については本サービスのホームページ等を必ず、ご確認ください。なお、ソフトウェアの導入が可能なパ
ソコンの台数の上限については、別途当社が適切と判断する方法によって指定します。

（3）他のウイルス対策ソフト（ファイアウォール製品含みます。）をご利用の場合、セキュリティが正常に動作しません。必ず他のウイルス対策ソフトをアン
インストールしてご利用ください。

（4）セキュリティは、契約者の環境下に存在する全てのセキュリティ上の問題が検出されること、全てのセキュリティホールが修復・改善されること、全て
のウイルスやスパイウェアを検知・駆除できること、または全ての不正アクセスやフィッシングを検知・遮断することを保証するものではなく、その他
契約者の全ての要求を満たすことを保証するものではありません。

（5）Windowsファイアウォールを無効（停止）にしてご利用ください。
（6）セキュリティは予告なく内容を変更することがあります。
（7）セキュリティのご利用およびそれに関連して生じた契約者または第三者の損害に対して、当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行

いません。
（8）セキュリティはキングソフト株式会社のInternetSecurity2017を利用しております。
（9）当社は、キングソフト株式会社より許諾を受けて、セキュリティを契約者に提供しております。セキュリティに関して、契約者に生じた一切の不具合等

に関しましては、当社は一切の責任を負いません。

＜システム動作環境＞
　システム動作環境については、当社サイトhttp://cloud-line.jp/support/kingsoftsecurity/にてご確認ください。

＜お問い合わせ先＞
　セキュリティの利用ご相談は、当社が運営するサポートセンターに、直接電話でご連絡ください。
　　（受付先）CLOUD LINEサポートセンター
　　　　　TEL：0570-020 -301（携帯電話・PHSからもお問い合わせいただけます）
　　　　　受付時間10：00～18：00（年末年始を除く）

【データバックアップ】
（1）「データバックアップ」とは契約者のパソコン、スマートフォン、タブレット内に保存されている大切なデータを容量無制限でバックアップできるサー

ビスです。
（2）データバックアップはAOSデータ株式会社の「AOSBOX Cool」「AOS Cloud」をご利用いただくサービスとなります。
（3）データバックアップのご利用には、別途AOSデータ株式会社の定める利用規約にも併せて同意いただくものとします。
（4）バックアップをご利用いただくにあたり、パソコン向けサービスとスマートフォン、タブレット向けのサービスをお選びいただけます。
（5）バックアップをご利用いただくにはソフトウェアのインストールおよびユーザー登録が必要です。

ダウンロードおよびユーザー登録にはクラウドラインのマイページに記載されているライセンスキーが必要になります。各種ダウンロードについては
ホームページにある本サービスページからご確認いただけます。

（6）AOSBOX Coolは1ライセンスキーにつき3台まで、AOS Cloudは1ライセンスキーにつき3台までご利用いただけます。
（7）写真/画像、連絡先、書類のデータであっても、一部対応していないファイル形式があります。また、端末内の全てのデータをバックアップするもので

はありません。

【ランサムディフェンダー】
（1）「ランサムディフェンダー」とは、契約者のパソコンをランサムウェア（身代金要求型ウイルスソフト）から保護するためのセキュリティソフトです。
（2）ランサムディフェンダーは、AOSデータ株式会社の「ファイナルランサムディフェンダー」をご利用いただくサービスです。
（3）ランサムディフェンダーのご利用には、別途AOSデータ株式会社の定める使用許諾契約書にも併せて同意いただくものとします。
（4）ランサムディフェンダーは法人名義でご契約いただいたお客様のみに提供可能なサービスです。
（5）ランサムディフェンダーはパソコン専用のセキュリティソフトです。1ライセンスにつき1台までのご利用になります。
（6）ランサムディフェンダーには2ライセンスがお客様に付与されます。ご利用にはソフトウェアのインストール、及びクラウドラインのマイページに通知す

るライセンスキーの入力が必要になります。
（7）ランサムディフェンダーはすべてのランサムウェアからの保護を保証するものではございません。
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別紙2　＜各プランの詳細＞

1.プロバイダサービスを含まないプラン
　（1）ライト光 ファミリー44
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  4,400円（税抜）
③　契約期間   2年（24ヶ月）ごとに自動更新
④　契約解除料  9,975円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。

　（2）ライト光 マンション34
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  3,400円（税抜）
③　契約期間   2年（24ヶ月）ごとに自動更新
④　契約解除料  9,975円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。

　（3）ライト光 ファミリーBiz3980
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  3,980円（税抜）
③　契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④　契約解除料  15,000円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。

　（4）ライト光 マンションBiz2980
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  2,980円（税抜）
③　契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④　契約解除料  15,000円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。

　（5）ライト光 ミニ
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  2,980～4,680円（税抜）
③　契約期間   2年（24ヶ月）ごとに自動更新
④　契約解除料  9,975円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。月額料金は月々の通信量によって異なります。月間3,040MBまで
は2,980円で利用できます。それを超えた場合は100MBごとに24円の従量課金が発生し、月間の最大従量課金額は1,700円（税抜）となりま
す。最大従量課金額まで利用した場合の月額料金は4,680円（税抜）となります。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
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　（6）ライト光 ミニBiz
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  2,780～4,480円（税抜）
③　契約期間   契約期間 5年（60ヶ月）ごとに自動更新
④　契約解除料  20,000円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　5年（60ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。月額料金は月々の通信量によって異なります。月間3,040MBまで
は2,780円で利用できます。それを超えた場合は100MBごとに24円の従量課金が発生し、月間の最大従量課金額は1,700円（税抜）となりま
す。最大従量課金額まで利用した場合の月額料金は4,480円（税抜）となります。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、60ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。

（7）ライト光ファミリー4780
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  4,780円（税抜）
③　契約期間   3年（36ヶ月）ごとに自動更新
④　契約解除料  15,000円（不課税）
⑤　データバックアップ  1ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

（8）ライト光マンション3780
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  3,780円（税抜）
③　契約期間   3年（36ヶ月）ごとに自動更新
④　契約解除料  15,000円（不課税）
⑤　データバックアップ  1ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

（9）ライト光ファミリーRDライト
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  5,080円（税抜）
③　契約期間   3年（36ヶ月）ごとに自動更新
④　契約解除料  15,000円（不課税）
⑤　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑥　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。
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（10）ライト光マンションRDライト
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  4,080円（税抜）
③　契約期間   3年（36ヶ月）ごとに自動更新
④　契約解除料  15,000円（不課税）
⑤　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑥　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

2.プロバイダサービスを含むプラン
　（1）ライト光 ファミリー53

① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  5,300円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量10GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（2）ライト光 マンション42
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,200円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（3）ライト光 NEW ファミリー49
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,980円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ かけつけサポート  利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量10GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（4）ライト光 NEW マンション39
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,980円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ かけつけサポート  利用可能

※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（5）ライト光 ファミリー長とく
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,980円（税抜）（1年目）
  　　　　          　5,300円（税抜）（2年目）
  　　　　          　5,250円（税抜）（3年目）
  　　　　          　5,200円（税抜）（4年目）
  　　　　          　5,150円（税抜）（5年目）
  　　　　          　4,500円（税抜）（6年目以降）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）（2年目まで）
  　　　　          　9,975円（不課税）（3年目以降）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヵ月）ごとの継続契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　契約年数の計算は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、12ヵ月目までを1年目、13ヵ月目から24ヵ月目
を2年目とし、以後同様に計算するものとします。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、24ヵ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（6）ライト光 マンション長とく
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,980円（税抜）（1年目）
  　　　　          　4,200円（税抜）（2年目）
  　　　　          　4,150円（税抜）（3年目）
  　　　　          　4,100円（税抜）（4年目）
  　　　　          　4,050円（税抜）（5年目）
  　　　　          　3,400円（税抜）（6年目以降）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）（2年目まで）
  　　　　          　9,975円（不課税）（3年目以降）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヵ月）ごとの継続契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　契約年数の計算は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、12ヵ月目までを1年目、13ヵ月目から24ヵ月目
を2年目とし、以後同様に計算するものとします。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、24ヵ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（7）ライト光 ミニパック
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,980～5,680円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。月額料金は月々の通信量によって異なります。月間3,040MBまで
は3,980円で利用できます。それを超えた場合は100MBごとに24円の従量課金が発生し、月間の最大従量課金額は1,700円（税抜）となりま
す。最大従量課金額まで利用した場合の月額料金は5,680円（税抜）となります。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。

　（8）ライト光 ミニパックBiz
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,780～5,480円（税抜）
③ 契約期間   5年（60ヶ月）ごとに自動更新
④ 契約解除料  20,000円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　5年（60ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。月額料金は月々の通信量によって異なります。月間3,040MBまで
は3,780円で利用できます。それを超えた場合は100MBごとに24円の従量課金が発生し、月間の最大従量課金額は1,700円（税抜）となりま
す。最大従量課金額まで利用した場合の月額料金は5,480円（税抜）となります。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、60ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。

　（9）ライト光 ファミリー5680
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  5,680円（税抜）
③ 契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥ データバックアップ  1ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

　（10）ライト光 マンション4580
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,580円（税抜）
③ 契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥ データバックアップ  1ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

　（11）ライト光 ファミリーRD
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  5,980円(税抜)
③　契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④　契約解除料金  15,000円(不課税)
⑤　セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑦　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。

※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

　（12）ライト光 マンションRD
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  4,980円(税抜)
③　契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④　契約解除料金  15,000円(不課税)
⑤　セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑦　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

以上



（10）ライト光マンションRDライト
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  4,080円（税抜）
③　契約期間   3年（36ヶ月）ごとに自動更新
④　契約解除料  15,000円（不課税）
⑤　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑥　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

2.プロバイダサービスを含むプラン
　（1）ライト光 ファミリー53

① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  5,300円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量10GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（2）ライト光 マンション42
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,200円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（3）ライト光 NEW ファミリー49
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,980円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ かけつけサポート  利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量10GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（4）ライト光 NEW マンション39
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,980円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ かけつけサポート  利用可能
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※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（5）ライト光 ファミリー長とく
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,980円（税抜）（1年目）
  　　　　          　5,300円（税抜）（2年目）
  　　　　          　5,250円（税抜）（3年目）
  　　　　          　5,200円（税抜）（4年目）
  　　　　          　5,150円（税抜）（5年目）
  　　　　          　4,500円（税抜）（6年目以降）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）（2年目まで）
  　　　　          　9,975円（不課税）（3年目以降）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヵ月）ごとの継続契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　契約年数の計算は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、12ヵ月目までを1年目、13ヵ月目から24ヵ月目
を2年目とし、以後同様に計算するものとします。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、24ヵ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（6）ライト光 マンション長とく
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,980円（税抜）（1年目）
  　　　　          　4,200円（税抜）（2年目）
  　　　　          　4,150円（税抜）（3年目）
  　　　　          　4,100円（税抜）（4年目）
  　　　　          　4,050円（税抜）（5年目）
  　　　　          　3,400円（税抜）（6年目以降）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）（2年目まで）
  　　　　          　9,975円（不課税）（3年目以降）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヵ月）ごとの継続契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　契約年数の計算は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、12ヵ月目までを1年目、13ヵ月目から24ヵ月目
を2年目とし、以後同様に計算するものとします。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、24ヵ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（7）ライト光 ミニパック
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,980～5,680円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。月額料金は月々の通信量によって異なります。月間3,040MBまで
は3,980円で利用できます。それを超えた場合は100MBごとに24円の従量課金が発生し、月間の最大従量課金額は1,700円（税抜）となりま
す。最大従量課金額まで利用した場合の月額料金は5,680円（税抜）となります。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。

　（8）ライト光 ミニパックBiz
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,780～5,480円（税抜）
③ 契約期間   5年（60ヶ月）ごとに自動更新
④ 契約解除料  20,000円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　5年（60ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。月額料金は月々の通信量によって異なります。月間3,040MBまで
は3,780円で利用できます。それを超えた場合は100MBごとに24円の従量課金が発生し、月間の最大従量課金額は1,700円（税抜）となりま
す。最大従量課金額まで利用した場合の月額料金は5,480円（税抜）となります。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、60ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。

　（9）ライト光 ファミリー5680
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  5,680円（税抜）
③ 契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥ データバックアップ  1ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

　（10）ライト光 マンション4580
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,580円（税抜）
③ 契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥ データバックアップ  1ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

　（11）ライト光 ファミリーRD
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  5,980円(税抜)
③　契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④　契約解除料金  15,000円(不課税)
⑤　セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑦　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。

※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

　（12）ライト光 マンションRD
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  4,980円(税抜)
③　契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④　契約解除料金  15,000円(不課税)
⑤　セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑦　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

以上



（10）ライト光マンションRDライト
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  4,080円（税抜）
③　契約期間   3年（36ヶ月）ごとに自動更新
④　契約解除料  15,000円（不課税）
⑤　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑥　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

2.プロバイダサービスを含むプラン
　（1）ライト光 ファミリー53

① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  5,300円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量10GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（2）ライト光 マンション42
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,200円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（3）ライト光 NEW ファミリー49
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,980円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ かけつけサポート  利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量10GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（4）ライト光 NEW マンション39
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,980円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ かけつけサポート  利用可能

※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（5）ライト光 ファミリー長とく
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,980円（税抜）（1年目）
  　　　　          　5,300円（税抜）（2年目）
  　　　　          　5,250円（税抜）（3年目）
  　　　　          　5,200円（税抜）（4年目）
  　　　　          　5,150円（税抜）（5年目）
  　　　　          　4,500円（税抜）（6年目以降）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）（2年目まで）
  　　　　          　9,975円（不課税）（3年目以降）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヵ月）ごとの継続契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　契約年数の計算は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、12ヵ月目までを1年目、13ヵ月目から24ヵ月目
を2年目とし、以後同様に計算するものとします。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、24ヵ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（6）ライト光 マンション長とく
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,980円（税抜）（1年目）
  　　　　          　4,200円（税抜）（2年目）
  　　　　          　4,150円（税抜）（3年目）
  　　　　          　4,100円（税抜）（4年目）
  　　　　          　4,050円（税抜）（5年目）
  　　　　          　3,400円（税抜）（6年目以降）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）（2年目まで）
  　　　　          　9,975円（不課税）（3年目以降）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヵ月）ごとの継続契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　契約年数の計算は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、12ヵ月目までを1年目、13ヵ月目から24ヵ月目
を2年目とし、以後同様に計算するものとします。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、24ヵ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（7）ライト光 ミニパック
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,980～5,680円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。月額料金は月々の通信量によって異なります。月間3,040MBまで
は3,980円で利用できます。それを超えた場合は100MBごとに24円の従量課金が発生し、月間の最大従量課金額は1,700円（税抜）となりま
す。最大従量課金額まで利用した場合の月額料金は5,680円（税抜）となります。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
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　（8）ライト光 ミニパックBiz
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,780～5,480円（税抜）
③ 契約期間   5年（60ヶ月）ごとに自動更新
④ 契約解除料  20,000円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　5年（60ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。月額料金は月々の通信量によって異なります。月間3,040MBまで
は3,780円で利用できます。それを超えた場合は100MBごとに24円の従量課金が発生し、月間の最大従量課金額は1,700円（税抜）となりま
す。最大従量課金額まで利用した場合の月額料金は5,480円（税抜）となります。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、60ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。

　（9）ライト光 ファミリー5680
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  5,680円（税抜）
③ 契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥ データバックアップ  1ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

　（10）ライト光 マンション4580
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,580円（税抜）
③ 契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥ データバックアップ  1ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

　（11）ライト光 ファミリーRD
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  5,980円(税抜)
③　契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④　契約解除料金  15,000円(不課税)
⑤　セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑦　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。

※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

　（12）ライト光 マンションRD
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  4,980円(税抜)
③　契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④　契約解除料金  15,000円(不課税)
⑤　セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑦　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

以上



（10）ライト光マンションRDライト
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  4,080円（税抜）
③　契約期間   3年（36ヶ月）ごとに自動更新
④　契約解除料  15,000円（不課税）
⑤　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑥　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

2.プロバイダサービスを含むプラン
　（1）ライト光 ファミリー53

① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  5,300円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量10GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（2）ライト光 マンション42
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,200円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（3）ライト光 NEW ファミリー49
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,980円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ かけつけサポート  利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量10GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（4）ライト光 NEW マンション39
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,980円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
⑤ かけつけサポート  利用可能

※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（5）ライト光 ファミリー長とく
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,980円（税抜）（1年目）
  　　　　          　5,300円（税抜）（2年目）
  　　　　          　5,250円（税抜）（3年目）
  　　　　          　5,200円（税抜）（4年目）
  　　　　          　5,150円（税抜）（5年目）
  　　　　          　4,500円（税抜）（6年目以降）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）（2年目まで）
  　　　　          　9,975円（不課税）（3年目以降）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヵ月）ごとの継続契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　契約年数の計算は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、12ヵ月目までを1年目、13ヵ月目から24ヵ月目
を2年目とし、以後同様に計算するものとします。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、24ヵ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（6）ライト光 マンション長とく
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,980円（税抜）（1年目）
  　　　　          　4,200円（税抜）（2年目）
  　　　　          　4,150円（税抜）（3年目）
  　　　　          　4,100円（税抜）（4年目）
  　　　　          　4,050円（税抜）（5年目）
  　　　　          　3,400円（税抜）（6年目以降）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）（2年目まで）
  　　　　          　9,975円（不課税）（3年目以降）
⑤ セキュリティ  1ライセンス3台まで利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　2年（24ヵ月）ごとの継続契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　契約年数の計算は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、12ヵ月目までを1年目、13ヵ月目から24ヵ月目
を2年目とし、以後同様に計算するものとします。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヵ月目とし、24ヵ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。

　（7）ライト光 ミニパック
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,980～5,680円（税抜）
③ 契約期間   2年（24ヵ月）ごと
④ 契約解除料  9,975円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　2年（24ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。月額料金は月々の通信量によって異なります。月間3,040MBまで
は3,980円で利用できます。それを超えた場合は100MBごとに24円の従量課金が発生し、月間の最大従量課金額は1,700円（税抜）となりま
す。最大従量課金額まで利用した場合の月額料金は5,680円（税抜）となります。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、24ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。

9

　（8）ライト光 ミニパックBiz
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  3,780～5,480円（税抜）
③ 契約期間   5年（60ヶ月）ごとに自動更新
④ 契約解除料  20,000円（不課税）
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　本プランは、プロバイダサービスを含まないため、インターネット接続のためには契約者ご自身で、別途プロバイダ事業者とプロバイダサービス
の利用契約を締結する必要があります。

※　5年（60ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。月額料金は月々の通信量によって異なります。月間3,040MBまで
は3,780円で利用できます。それを超えた場合は100MBごとに24円の従量課金が発生し、月間の最大従量課金額は1,700円（税抜）となりま
す。最大従量課金額まで利用した場合の月額料金は5,480円（税抜）となります。

※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、60ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。

　（9）ライト光 ファミリー5680
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  5,680円（税抜）
③ 契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥ データバックアップ  1ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

　（10）ライト光 マンション4580
① 初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
② 月額基本料金  4,580円（税抜）
③ 契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④ 契約解除料  15,000円（不課税）
⑤ セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥ データバックアップ  1ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

　（11）ライト光 ファミリーRD
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  5,980円(税抜)
③　契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④　契約解除料金  15,000円(不課税)
⑤　セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑦　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。

※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

　（12）ライト光 マンションRD
①　初期費用（初回のみ） 3,000円（税抜）
②　月額基本料金  4,980円(税抜)
③　契約期間   3年（36ヵ月）ごと
④　契約解除料金  15,000円(不課税)
⑤　セキュリティ  1ライセンス利用可能
⑥　データバックアップ  1ライセンス利用可能
⑦　ランサムディフェンダー 2ライセンス利用可能
※　ベストエフォート方式のため、当社は接続速度の保証をしません。
※　3年（36ヶ月）ごとの自動更新契約につき、上記月額基本料金を適用します。
※　初回の契約期間は、契約月またはサービス提供開始月のいずれか遅く到来する月を1ヶ月目とし、36ヶ月目までとします。
※　更新月を除き、契約期間中の解約は、契約解除料がかかります。
※　本プランは、契約者の利用環境により以下のメールアカウントが付与されます。なお、契約者によるメールアドレスの指定はできません。
　　・*****@cloud-line.net、保存容量1GB、保存日数180日
※　本プランでは、契約者自身によるサーバの設置はできません。
※　データバックアップはお申し込み時にパソコン向けサービス、またはスマートフォン向けサービスをお選びいただけます。
※　データバックアップの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　ランサムディフェンダーの追加ライセンスをご希望の場合、1ライセンス300円/月をお支払いいただく事でお申込みいただけます。
※　追加お申込みいただいたライセンス分の課金開始日は、お客様に通知する当該追加分の利用開始日の属する月の翌月1日とします。

以上


