
【別紙】 
 

『TEPCO ひかり・マンションタイプ VDSL プラン（100Mbps）』サービス概要 

 

１．サービス概要 

東京電力が提供する上り・下りとも最大 100Mbps の光ファイバ回線を、

集合住宅の共用部に引き込み、アクセス回線としてご利用いただくサービス

です。共用部から各世帯までは、既設電話線をインターネット通信に利用す

る VDSL 方式（通信速度：下り最大 100Mbps、上り最大 40Mbps）を採用

しています。 

 
○ 提供回線・速度：   最大 100Mbps の光ファイバ回線 
○ 各世帯への提供方式と速度： 

 VDSL 方式，下り最大 100Mbps，上り最大 40Mbps 
 

集合住宅棟内イメージ

VDSL機器

VDSLモデム

当社
拠点

MC

上り・下り
最大100Mbps

インターネット
インターネット

既設電話線利用
下り最大 100Mbps
上り最大 40Mbps

モジュラージャック



２．『マンションタイプ・VDSL プラン（100Mbps）』採用プロバイダ・料金 

 
○ VDSL プラン（100Mbps）をご採用いただくプロバイダ 

 POINT（株式会社ドリーム・トレイン・インターネット）※1 

 So-net（ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社）※2 

 @nifty（ニフティ株式会社）※3 

 BIGLOBE（日本電気株式会社）※4 

 ASAHI ネット（株式会社朝日ネット）※5 

 hi-ho（パナソニック ネットワークサービシズ株式会社）※6 

 ParkcityNet（武蔵野三鷹ケーブルテレビ株式会社）※7 

 OCV（株式会社小田急情報サービス）※8 

○ 今後、VDSL プラン（100Mbps）をご採用いただく予定のプロバイダ 

 ODN（日本テレコム株式会社） 

・ 詳細は、各プロバイダのホームページをご覧ください。 

・ VDSL プラン対応プロバイダは順次拡大してまいります。 
 
＊ 一部提携プロバイダは、現行（下り最大 57Mbps）の機器利用料の値下げ

を行います。 
 

 

※1  POINT『光プラン／TEPCO ひかり・マンション V100』 

接続料 未定（57M：3,727.5 円） 

機器利用料(57Mbps) 525 円 

月額 

料金 

 機器利用料(100 Mbps) 未定 

・ サービス提供開始日（申込み受付開始）： 12 月 13 日(月) 

 

※2  So-net『So-net 光（TEPCO）マンション V100／マンション Vコース』 

月額基本料金 3,885 円（57M：同左） 

機器利用料(ﾏﾝｼｮﾝ V ｺｰｽ) 525 円（旧価格 630 円） 

月額

料金 

 機器利用料(ﾏﾝｼｮﾝ V100 ｺｰｽ) 630 円 

・ サービス提供開始日（申込み受付開始）： 12 月中 



 

※3  @nifty『TEPCO ひかりコースＶタイプ』 

@nifty 月額料金 3,885 円（57M：同左） 

機器利用料(57Mbps) 630 円 

月額

料金 

機器利用料(100 Mbps) 630 円 

・ サービス提供開始日（申込み受付開始）： 12 月 1 日(水) 
 
※4  BIGLOBE『マンション・VDSL100M タイプ』 

月額基本料金 3,885 円（57M：同左） 

機器利用料(57Mbps) 525 円（旧価格 630 円） 

月額

料金 

機器利用料(100 Mbps) 630 円 

・ サービス提供開始日（申込み受付開始）： 12 月 1 日(水) 
 

※5  ASAHI ネット『TEPCO ひかりマンションコース VDSL タイプ』 

月額基本料金 3,570 円（57M：同左） 

機器利用料(57Mbps) 525 円 

月額

料金 

機器利用料(100 Mbps) 525 円 

・ サービス提供開始日（申込み受付開始）： 未定 

 

※6  hi-ho『光-TEPCO コース マンション VDSL タイプ』 

月額基本料金 4,200 円（57M：同左） 

機器利用料(57Mbps) 630 円 

月額

料金 

機器利用料(100 Mbps) 630 円 

・ サービス提供開始日（申込み受付開始）： 未定 

 

※7  ParkcityNet『ひかりマンションサービス 100Mbps』 

月額基本料金 4,095 円（57M：同左） 

機器利用料(57Mbps) 525 円 

月額

料金 

機器利用料(100 Mbps) 525 円 

・ サービス提供開始日（申込み受付開始）： 12 月 1 日(水) 



 

※8  OCV『光速インターネットマンションコース』 

月額基本料金 4,305 円（57M：同左） 

機器利用料(57Mbps) 525 円 

月額

料金 

機器利用料(100 Mbps) 525 円 

・ サービス提供開始日（申込み受付開始）： 12 月 1 日(水) 



 

３．お申し込み方法 

 

○ 本日より、『TEPCO ひかり』ホームページおよび電話にて、マンションの

インターネット対応化に関する相談受付を行っております。 
・ 『TEPCO ひかり』ホームページ（http://www.tepco.ne.jp/）より「マ

ンションタイプ」のページをご覧ください。 
・ 『TEPCO ひかり』カスタマーセンター（TEL：0120-996-881） 

（受付時間 9:00～18:00、特定休日を除く） 
※ ご相談受付の対象エリアは、サービス提供エリアに準じます。 
※ 管理組合様・マンションオーナー様とのインターネット対応化の調

整および通信設備の設置工事は、東京電力にて実施いたします。 
○ 『TEPCO ひかり』マンションタイプに対応した集合住宅にお住まいのお客

さまは、対応プロバイダのホームページを通じてお申込みいただけます。 
※ プロバイダへのお申込みにあたっては，事前に『TEPCO ひかりマ

ンションタイプ』への対応（回線引込・共用部工事）が完了してい

る必要があります。 
※ 『TEPCO ひかり』対応マンションについては、対応プロバイダの

ホームページで検索いただけます。 

 

ご相談の受付
マンションタイプ導入のご相談を東京電力でお受けいたします。ご相談された方に替わって，東京電力が，管
理組合様または，建物オーナー様への光ファイバ導入に当たっての交渉をいたします。
(※ 導入にあたっては，6戸以上のお申込みが見込まれる場合にご提供させていただきます。）

管理組合様，建物オーナー様へサービスと工事内容のご説明をいたします。

建物設備の状況などを調査させていただきます。併せて，サービスの提供方法を検討いたし
ます。

管理組合様またはオーナー様に東京電力が最終的なご提案をし，ご承諾をいただきましたら，
光ファイバの引き込みと，建物共用部への機器設置工事を実施いたします。

ご利用希望者は，テプコひかり対応プロバイダからお好きなプロバイダをお選びいただき，お申
込みいただきます。

イーサプランの場合は，共用部の宅内SWと棟内LANを接続する工事を行います。
VDSLプランの場合は，共用部のVDSL装置と，ご利用者の電話回線を接続します。

お申込みいただいたプロバイダより，インターネット接続に必要なID，パスワード，各種の設定情報が届きます。
あとはお客さまご自身にてPCのインターネット接続設定をしていただくだけでご利用が可能です。
（※ VDSLプランの場合，東京電力からお客さま宅へ別途VDSLモデムをお送りいたします。）
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