
 

 

 

『VLAN 光電話』概要 

１．提供開始日 平成 24 年 6 月 28 日（同日受付開始） 
 
２．サービスの特徴 

(1) お得な基本料金、通話料 

o 基本料金…1,680 円（2 回線）(*1)。3 回線目以降は 840 円/回線。 
(*1) 最低 2 回線（接続インターフェースが PRI の場合は 5 回線）からの提供となります。

また、別途、お客さまの環境に応じた宅内機器利用料が必要です。 
o 通話料…固定電話向けは全国一律 3 分 7.875 円、携帯電話への通話は 1 分 16.8 円。 

当社 VLAN 光電話・BBIQ 光電話・BBIQ 光電話オフィスへの通話は無料。 
o アクセス回線に VLAN サービスを利用しますので、データ通信ネットワークと電話回線を

統合することで、ネットワークコストの削減が可能となります。 
(2) 現在お使いの電話番号を利用可能 

o 番号ポータビリティに対応しており、現在お使いの電話番号をそのままご利用いただけます(*2)。 
(*2) NTT 西日本のひかり電話、KDDI、ソフトバンク等で新規に取得された電話番号、一部

エリアでは継続利用できない場合があります。 
(3) 高品質、高信頼性の電話サービス 

o アクセス回線として故障復旧時間や稼働率のサービス品質の保証制度（SLA）がある VLAN
サービスを利用しますので、高品質、高信頼性の電話サービスがご利用いただけます。 

(4) 最大 276 回線まで利用可能 

o VLAN１回線で電話 2 回線から最大 276 回線までご利用可能であり、お客さまの規模に

応じて回線数を選択いただくことが可能です。 
 

＜サービスイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙

VLAN
光電話 

VLAN サービス

 

通話料無料

VLAN
光電話

(最大 276 回線)

VLAN 
光電話 

携帯電話 

7.875円/3分

他社 IP 電話、固定電話 

BBIQ 光電話 
オフィス 
(最大 16 回線)

BBIQ 光電話 
(最大 2 回線) 

今回提供 現在提供中 

16.8 円/1 分



 

 

＜ご利用料金例＞ 

o１事業所で同時に電話 23 回線利用 
＜ご契約内容＞ 
・PRI(*3)１回線 
・ダイヤルイン追加番号 20 番号 

(*3) ISDN サービスで利用されるインターフェース規格。PRI１回線で電話 23 回線の同時通話が可能。 

① 月額料金(別途 VLAN サービスのご契約が必要となります。)               （税込） 

基本料金 19,320 円
基本料金(5 回線)＝4,200 円

840 円×追加 18 回線＝15,120 円

宅内機器利用料 5,670 円
ｽｲｯﾁ使用料 315 円

ｹﾞｰﾄｳｪｲ使用料 5,355 円

追加番号利用料 2,100 円 追加番号 105 円/番号×20 番号

合  計 27,090 円

② 初期費用(別途 VLAN サービスのご契約が必要となります。)               （税込） 
ゲートウェイ取付工事費 6,300 円  
基本電話回線登録料 4,200 円  
追加番号登録料 14,700 円 追加番号 735 円/番号×20 番号

合  計 25,200 円  
 

３．提供料金 

(1) 月額料金                                                                 （税込） 

月額基本料金(*4) 840 円/電話 1 回線(*5) 

スイッチ使用料 315 円 
宅内機器 
利用料 ゲートウェイ使用料

アナログタイプ、BRI タイプ 735 円／台 
PRI タイプ 5,355 円／台 

追加番号利用料 105 円/番号 
他社IP電話、固定電話
への発信 7.875 円／3 分 

携帯電話への発信 16.8 円／1 分 
通話料金 

VLAN 光電話、BBIQ
光電話、BBIQ 光電話
ｵﾌｨｽへの発信 

無料 

(*4) 別途「ユニバーサルサービス料」が必要となります。 
(*5) 接続インターフェースがアナログタイプ、BRI タイプの場合は、電話 2 回線（1,680 円）からの提供。

PRI タイプの場合は、電話 5 回線（4,200 円）からの提供になります。  
アナログ：一般的な電話サービスで利用されるインターフェース規格。 
BRI： ISDN サービスで利用されるインターフェース規格。BRI 1 回線で電話 2 回線の同時通話が可能。 
PRI： ISDN サービスで利用されるインターフェース規格。PRI１回線で電話 23 回線の同時通話が可能。 

 (2) 工事費（新規契約時）                                                     （税込） 

ゲートウェイ取付工事費 6,300 円(*8) 

基本電話回線登録料 4,200 円 

追加番号登録料 735 円／番号 

番号移転手続費(*8) 無料(*9) 
(*8) 初回特典工事費としての金額です。 

(*9) 現在お使いのNTT電話番号を継続利用される場合は、NTTから休止工事費が別途請求される場合があります。 
＊その他オプションサービスの料金や国際電話の通話料など詳細は、当社HP（http://www.qtnet.co.jp）でご確認ください。 

 



 

 

(参考) QTNet「光電話サービス」ラインナップ 

 

 
VLAN 光電話 
【今回提供】 

BBIQ光電話オフィス 
【提供中】 

BBIQ光電話 
【提供中】 

最大回線数 276 回線 16 回線 2 回線 
利用アクセス回線 VLAN サービス BBIQ 

提供ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 
アナログタイプ 
BRI タイプ 
PRI タイプ 

アナログタイプ 
BRI タイプ 

アナログタイプ 

代表番号 ◎ ◎ × 
ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ ◎ ◎ × 
発信者番号通知 ◎ ○ ○ 
発信者番号表示 ◎ ○ ○ 
転送電話 ◎ ○ ○ 

電話 
機能 
(*10) 

番号通知ﾘｸｴｽﾄ ◎ ○ ○ 
基本料金 840 円/電話 1 回線(*11) 420 円/電話 1 回線(*12) 315 円/電話 1 回線 

固定電話

への発信 
7.875 円/3 分 同左 同左 

通話 

料金 携帯電話

への発信 
16.8 円/分 同左 18.9 円/分 料金 

その他 
BBIQ 光電話、VLAN
光電話間の通話料は無料

同左 同左 

(*10) 電話機能 ◎：標準機能、○：付加機能（別途有料）、×：未提供 
(*11) 接続インターフェースがアナログタイプ、BRI タイプの場合は、電話 2 回線（1,680 円）からの提供。PRI

タイプの場合は、電話 5 回線（4,200 円）からの提供になります。 
(*12) 接続インターフェースがアナログタイプの場合は、電話 3 回線（1,260 円）からの提供。BRI タイプの場合は、

電話 4 回線（1,680 円）からの提供となります。 
 

 
以 上 




