Cable Plus Telephone

おりべ光電話
基本料・通話料が
安くなる

電話番号
そのままOK!

電話加入権
不要！

テレビやネットと
セットで入れば
ますますお得！

おりべに請求が
ひとまとめ！

※NTT一般加入電話を利用されている場合

au スマートフォン・au ケータイをお使いの方は、
ケーブルプラス電話とセットでさらに便利でお得 !!
ケーブルプラス電話と au スマートフォン・au ケータイのセット利用で国内通話

ケーブルプラス電話とは

24時間無料!!

おりべネットワークと KDDI 株式会社が提携し、
提供しているおトクな固定電話サービスです。

ケーブルプラス電話から発信した場合

月額基本料

ご自宅

NTT 西日本
（プッシュ回線）

月額基本料

1,600円

※1

月額基本料

（税込1,728円）

国内通話

無料

1,330 円

au →自宅割

国内通話

（税込1,436円）

無料

ご自分の
au スマートフォン
au ケータイ

J:COM PHONE プラス
・auひかり電話サービス ・auひかり ちゅら 電話サービス
・au one net 050番号サービス（KDDI-IP電話）※6
・コミュファ光電話 ・ホームプラス電話

県内市外

15 円 /３分（税込16.2円）※4

県外（100km 超）

40 円 /３分（税込43.2円）※4

国際電話（例：アメリカ本土あて）

30 円 /1分（免税）

au あて

※4

30 円 /1分（税込32.4円）※5

NTT ドコモあて

30 円 /1分（税込32.4円）※5

ソフトバンクあて

40 円 /1分（税込43.2円）※5

8.0 円 /３分（税込8.64円）
15 円 /３分（税込16.2円）
9 円 /1分（免税）
15.5円 /1 分（税込16.74円）
16 円 /1分（税込17.28円）

24時間無料!!

※3NTT加入電話をご利用で、KDDIマイラインをご登録の場合です。
※4「だんぜんトークⅡDX」+「だんぜん年割」を最大割引率（50％）適用時の料金です。
※5一般加入電話（発信側）および携帯電話（着信側）がともに各携帯電話会社の定める営業区域内にある場合の料金です。

ケーブルプラス電話のお申込みにあたって
■サービス内容
・ケーブルプラス電話は、一般家庭向けのアナログ電話サービスです。 ・本サービスは当社が定める地域に限り提供します。なお提供地域内でも設備の都合上ご加
入いただけないことがございます。 ・他社の提供するADSLサービス（IP電話を含む）をご利用いただくことはできません。現在他社ADSLサービスをご利用中の場
合は必ず解約の手続きを行ってください。
（ADSL専用に電話回線をご用意されている場合は、
この限りではありません。） ・ご利用いただけない発信先や機能（付加
サービス等）があります。 ・緊急通報等を行う自動通報装置（電話機※）は機能や設定される通話先の電話番号等によりご利用いただけない場合がありますので、装
置が接続されている回線はお申込みいただけません。
ご不明な場合はサービス提供者や機器製造会社へお問い合わせください。 ※主に各自治体が高齢者や体の
不自由な方などに提供している電話機で、
「緊急通報システム」
「あんしん電話」等の名称で呼ばれています。 ペンダントタイプのものもあります。 ・FAXやモデム通
信は、お客様の宅内環境、通信機器、回線状況の影響を受けることがございます。

ご自宅がケーブルプラス電話（auおうち電話）ならau携帯電話から

ご自宅への国内通話24時間無料！
適用条件
割引は、au携帯電話ご契約で登録されている「ご契約者のご自宅電話番号」がケー
ブルプラス電話の場合、
ご自宅宛の通話が対象となります。
「請求書送付先電話番
号」
「勤務先電話番号」への通話は無料の対象外です。
※au携帯電話、ケーブルプラス電話の両サービスの開通月の翌月ご利用分から
割引の対象となります。
引越しなどにより自宅電話番号を変更され、変更後の電話番号をau携帯電話の窓
口に提出されていない場合、割引対象になりません。

【ケーブルプラス電話発信の適用条件に関する注意事項】

割引適用条件

※2018年7月現在調べ

さらにケーブルプラス電話 J：COM PHONE プラス
どうしなら日本全国どこでも

（マイライン除く）

適用条件

ケーブルプラス電話
auケータイセット割引

【携帯電話発信の適用条件に関する注意事項】
●au世界サービス対応機種による国外からご自宅への通話については、割引され
ません。
●「ぷりペイドサービス」をご利用のお客様は対象外です。

100 円割引

ケーブルプラス電話の月額基本料から

月々

KDDI電話

（税込108円）

ケーブルプラス電話のご契約でご連絡先電話番号にau携帯電話をご登録されており、
ケーブルプラス電話とご登録au携帯電話の契約者名もしくはご登録住所が同じ場合、
自動で適用されます。

●その料金月のKDDIが別に定める日において、対象のau携帯電話番号が登録されていない、
もしくは利用停止中の
場合や、KDDIにご登録されたご契約者様の連絡先電話番号について変更、廃止および携帯電話番号ポータビ
リティを伴うau携帯電話の利用開始、
または解約の届出がされていなかった場合は、本割引の対象外となります。
●解約などにより、基本料が100円（税込108円）に満たない場合は差額の返金はいたしません。
●「ケーブルプラス電話auケータイセット割」の適用について当社に通知されることを承諾していただきます。
●auスマートバリューとの同時適用はできません。

オプションサービス

●通話条件を
「全て通知」
「無応答分を通知」
「通知しない」から選べます。
●発信者番号からCメール通知の要/不要の設定が可能です。
※機種や機能によって、お知らせメールを受信できない場合があります。
※登録されたau携帯電話からの設定が必要となります。

有料

月額

300 円

割込番号表示

発信番号表示

月額

400 円

月額

200 円

番号通知リクエスト
※同時に発信番号表示の契約が必要です。

auで着信確認

不在中やお話し中のご自宅の電話（ケーブルプラス電話）への
着信を au ケータイに着信履歴または C メールで
お知らせします。

割込通話

※発信番号表示対応電話機が必要です。

※auぷりペイド
からの発信除く

auおうち電話

ご連絡先電話番号にau携帯電話番号が登録されている場合で、ケーブルプラス電話とau携帯電話ご登録のご契約者
名、もしくは登録住所が同じ場合に適用。※ケーブルプラス電話に登録されたご契約者の連絡先電話番号について、
内容の変更（携帯電話番号ポータビリティによる事業者の変更含む）があった場合、あらためて届出が必要です。届出
がされなかった場合割引の対象外となることがあります。
●au世界サービス対応機種への国外通話の場合、発信元は無料ですが、着信先に通話料がかかります。
●月末時点において、対象のau携帯電話が解約・休止などの場合、通話無料の対象外となります。
●ケーブルプラス電話に登録されたご契約者の連絡先電話番号について、内容の変更、廃止、および携帯電話番号
ポータビリティを伴うau携帯電話の利用開始（複数の携帯電話番号を登録されている場合は解約も含む）の届出
がされていなかった場合通話無料の対象外となります。
●「ぷりペイドサービス」をご利用のお客様は対象外です。
【料金に関するご注意事項】au携帯電話とauおうち電話の月額利用料および、
ブロードバンドサービスと提携プロ
バイダの各サービスの利用料金、ユニバーサルサービス料が別途必要となります。その他、料金の詳細については、
auホームページをご確認ください。

ご自宅

（税込324円）

（税込432円）

（税込216円）

月額

100 円

迷惑電話撃退

月額

700 円

着信転送

月額

500 円

※割込番号表示対応電話機が必要です。
※同時に割込通話・発信番号表示の契約が必要です。

※1

（税込108円）

（税込756円）

（税込540円）

※1 無条件転送、話中転送、
スケジュール転送をご利用いただけます。NTT加入電話のボイスワープとは機能が異なります。無応答転送はご利用いただけません。
※詳しくは当社までお問い合わせください。

11

光電話

8.5 円 /３分（税込9.18円）※4

内

ケーブルプラス電話

無料

国内通話

※6:NTT加入電話除く。au one netのほか、提携プロバイダ（無料提携先）で、
基盤網提供事業者がKDDI（株）の場合を含む。※法人のお客様はお申込みい
ただけません。※auおうち電話（固定電話）の発信元・着信先共に各サービス
の050番号サービスを含みます。※サービスにより提供エリアは異なります。

NTT加入電話 ※3

10

a u ス マ ー ト フ ォ ン・ a u ケ ー タ イ か ら
発信した場合

（マイライン除く）

※2

通話料

携帯電話

au→自宅割

auおうち電話

※1NTT西日本の基本料金は、@ビリングまたはMyビリング利用料金割引なしで、紙請求書発行ありの場合の住宅用プッシュ回線利用料金です。※2018年7月現在調べ
※2月額基本料とは別にユニバーサルサービス料が毎月かかります。

市

すべての
au スマートフォン
au ケータイ

auスマートフォン・auケータイ
（ぷりベイドを除く）を
ご利用されている
ケーブルプラス電話ユーザー

