
「ボナひかり」 
NTT東日本・NTT西日本のコラボレーションによる光回線サービスです 

株式会社ボナファイドから新たなご提案！ 

現状の回線サービスにご不満はございませんか？ 

安心！ 安い！ 速い！ 1 2 3 

「超高速 
   インターネットサービス」 

「月額料金が安くてお得」 

現在の料金体系も 
     よくわからない.. 

最近遅くなることが多いような… 

Max1Gbps 

■ファミリータイプの場合 
  回線 4,400円/月~ 
■マンションタイプの場合 
  回線 3,200円/月~ 

NTT東日本・NTT西日本の「フレッツ光」回線を利用するので、回線の速度・品質はそのまま、より低価格な価格帯でインターネットが使えます！ 

お得! 

 「NTT東日本・NTT西日本
の回線そのまま」 

「フレッツ光」回線を利用するので 
高品質はそのまま 

西日本地域にも 
事業所をお持ちのお客さま 

お待たせしました！ 
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「ひかりコラボレーション」とは 

「ひかりコラボレーション」
をご説明いたします 

NTT東日本・NTT西日本よりフレッツ光などの提供を受けた事業者様が、自社サービスと光アクセスサービス
等を組み合わせて、サービスをご提供するモデルを「光コラボレーションモデル」といいます 

※本承諾番号をお受け取りいただいた日から、15日を経過した場合無効となります。再度発行が必要な場合改めてNTT東日本・NTT西日本にお申込みとなります 
※転用と同時に品目変更・移転がある場合は、契約ID・ひかり電話の電話番号の変更、工事が発生する場合があります 
※転用は一度のみとなり、再度他社等への転用は出来ません。 

光アクセスサービス 
（フレッツ光） 

オプションサービス 
（ひかり電話等） 

『フレッツ光』でのサービスのご提供形態 

NTT東日本・NTT西日本がお客さまに
サービスのご提供 

お客さま 

お申込み 
サービスの 
ご提供・請求 

NTT東日本・NTT西日本 

光アクセスサービス 
（フレッツ光） 

オプションサービス 
（ひかり電話等） 

ボナファイド NTT東日本・NTT西日本 

契約ID  ：CAF12345678 
電話番号：03-1234-5678 

契約ID  ：CAF12345678 
電話番号：03-1234-5678 

利用形態を変更せずに 
契約形態のみ変更 

【転用】 

お客さま 

サービスの 
ご提供・請求 

『ボナひかり』でのサービスのご提供形態 

ボナファイドがお客さまにサービスのご提供 

お申込み 

サービスの 
ご提供・請求 

※ボナファイドが取り扱わないオプションサービスは、 
NTT東日本・NTT西日本からご提供 

お客さま 

お申込み 

NTT東日本 
NTT西日本 

ボナファイドが取り扱わ
ないオプションサービス 

ボナファイド 

光アクセ
スサービス 

オプション
サービス 

「転用」とは 



フレッツ光からの乗り換えもカンタン！ 

新規お申し込みもカンタンにできます！ 

≪ご契約中≫ 

フレッツ光 
≪お乗り換え先≫ 

ボナひかり 転用番号を取得してお乗り換え 

工事不要で手続きカンタン！ 
お客さまID・ひかり電話番号をそのまま乗り換え！ 

お客さまID・ひかり電話番号の変更が発生する場合もございます 

STEP 

1 

当社にてご相談 
・お申込み 

当社にてご相談・お申込
みが可能です。 
営業・技術・業務が丁寧
に対応いたします。 

STEP 

2 

転用承認番号 
の取得 

お客さまにNTTの窓口
（WEBまたはお電話） 
から転用承認番号を  
取得していただきます。 
※転用時に解約金は     
  かかりません 

STEP 

3 

回線の切り替え 

転用承認番号をもとに、
転用のお手続きを行い、
インターネット回線の切り
替えを行います。 

STEP 

4 

ボナひかりの 
利用開始 

ボナひかりの利用開始。 
品質は変わらず、今より
低価格なインターネットを
利用することが可能になり
ます。 

≪転用に関するご注意≫ 
・事務手数料として、2,000円（税別）がかかります 
・転用に伴い、一部ご利用できなくなるサービスがございます 

STEP 

1 

当社にてご相談 
・お申込み 

当社にてお申込みが可能
です。 
営業・技術・業務が丁寧
に対応いたします。 

STEP 

2 

サービスの確認 
工事日決定 

担当者よりサービスのご案
内、NTTより開通工事の
ご案内がございます。 

STEP 

3 

ボナひかりの 
利用開始 

開通工事が終わり次第、
その日からご利用いただけ
ます。 

≪新規に関するご注意≫ 
・新規契約料として、1,000円（税別）がかかります 
・屋内配線の工程やVDSL機器工事がある場合に、別途工事費用が発生いたします 

≪ご契約中≫ 

ADSL・CATV 
≪お乗り換え先≫ 

ボナひかり 

初期費用の例 

最大速度そのままで転用の場合（例：100Mbps⇒100Mbps） 
契約料金 2,000円+工事料金0円 

転用時に最大速度を変更する場合（例：100Mbps、200Mbps⇒1Gbpsアップグレード） 
契約料金 2,000円+工事料金2,000円～ ※既存の機器により変わります。 

※Bフレッツからの転用はサービス変更が必要な為、工事費がかかります。フレッツネクスト光からの場合は契約料金のみです。 



「ボナひかり」初期費用 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
〒162-0854 東京都新宿区南山伏町1-23 
TEL：03-3513-6571（代表）FAX:03-3513-6572 

http://www.bonafide.co.jp/ 

～創業５2年 お客様と共に歩んでいます～ 

ボナひかり 

ボナひかりファミリータイプ 最大100Mbps ¥4,400 

ボナひかりファミリーハイスピードタイプ （下り）最大200Mbps（上り）最大100Mbps ¥4,400 

ボナひかりファミリー１Gbラインタイプ 最大概ね1Gbps(Wi-Fiオプション+300円） ¥4,500 

ボナひかり従量課金タイプ 3,600円（3G含む）～ 100M/24円 ¥3,600～¥5,300 

ボナひかりマンションタイプ2 

最大100Mbps 

¥2,700 

ボナひかりマンションタイプ1  ¥3,100 

ボナひかりマンションタイプミニ  ¥3,700 

ボナひかりマンションハイスピードタイプ2 

（下り）最大200Mbps（上り）最大100Mbps 

¥2,700 

ボナひかりマンションハイスピードタイプ1 ¥3,100 

ボナひかりマンションハイスピードタイプミニ ¥3,700 

ボナひかりマンション１Gbラインタイプ2 

最大概ね1Gbps(Wi-Fiオプション+300円） 

¥2,900 

ボナひかりマンション１Gbラインタイプ1  ¥3,300 

ボナひかりマンション１Gbラインタイプミニ  ¥3,900 

プロバイダ ボナネットL  １接続ID発行 ¥1,000 

ひかり電話 

ボナひかり電話サービス  基本プラン ¥500 

ボナひかり電話トクトクプラン  480円分の通話込+トクトクオプション（★込） ¥1,500 

★ 発信者番号通知サービス かけてきた相手の番号がわかる ¥400 

★ 迷惑電話拒否サービス 迷惑電話をシャットアウトできる ¥200 

★ 着信転送サービス かけてきた電話を携帯等に転送 ¥500 

★ 通話中着信サービス 通話中にかかってきた電話も受けられる ¥300 

★ 着信お知らせメール  不在時の電話の着信がメールでわかる ¥100 

★ ナンバー・リクエスト  番号非通知の電話をシャットアウトできる ¥200 

  追加番号サービス 最大5つの電話番号を利用できる ¥100 

  複数チャネルサービス 同時に2回線分の通話ができる ¥200 

ボナひかり電話オフィスプラン 基本プラン （3チャネル・1番号） ¥1,300 

ボナひかり電話オフィストクトクプラン トクトクオプション（★込） ¥1,100 

★ 発信者番号通知サービス かけてきた相手の番号がわかる ¥1,200 

★ 迷惑電話拒否サービス 迷惑電話をシャットアウトできる ¥200 

★ 着信転送サービス かけてきた電話を携帯等に転送 ¥500 

★ ナンバー・リクエスト  番号非通知の電話をシャットアウトできる ¥600 

  着信お知らせメール  不在時の電話の着信がメールでわかる ¥100 

  追加番号サービス 電話番号を追加できます ¥100 

  複数チャネルサービス（オフィスプラン） 同時通話数を増やせます ¥400 

  複数チャネルサービス（オフィスとくとくプラン） 同時通話数を増やせます ¥1,000 

オプション 

VOIPアダプタ ISDN 4CH   ¥1,000 

VOIPアダプタ ISDN 8CH   ¥1,500 

VOIPアダプタ アナログ 4CH   ¥1,000 

VOIPアダプタ アナログ 8CH   ¥1,500 

契約料 
新規 ¥1,000 

転用 ¥2,000 

工事費 

派遣工事 
（屋内配線の工程がある場合） 

ファミリータイプ 【分割の場合】600円×30回 ¥18,000～ 

マンションタイプ 【分割の場合】500円×30回 ¥15,000～ 

派遣工事 
（屋内配線の工程が無い場合） 

ファミリータイプ / マンションタイプ ¥7,600～ 

※土日祝日工事は、追加3,000円が掛かります 
※上記工事費は標準工事費です。工事内容によっては、別途費用が掛かる場合がございます。 
※転用時に工事費の分割の残債がある場合は、引き続きお支払いいただきます 
※工事費分割の場合、西日本の場合は上記内容と異なります。（金額は同額です） 
 

「ボナひかり」月額利用料金一覧 

※上記価格は税抜価格です 
※ひかり電話関連サービスをお申込みの場合、別途工事費用が発生いたします 
※お客さまのご利用環境によっては、本サービスを利用できない場合がございます 

2018.2.16 

NTT西日本も一緒に 
契約可能になりました 
ご相談ください！ 




