
 
 
 

News Release  
 

平成２７年１月２９日 

メガ・エッグ 光ネット 新料金プラン「３年契約」の提供開始および新キャンペーンの実施について 

～メガ・エッグの新たなメッセンジャーに「ユースケ・サンタマリアさん」を起用～ 

 

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ（略称：エネコム，本社：広島市，取締役社長：熊谷 銳）は，

メガ・エッグ 光ネットの「ホーム」ギガ王，「マンション」ギガ王／メガ王に，新料金プラン「３年契約」を，平

成２７年２月１日から提供開始するとともに，新たなキャンペーンを平成２７年２月１日から平成２７年５月３１

日までの期間で実施します。 

本キャンペーンでは，新たにメガ・エッグ 光ネットの新料金プラン「３年契約」をお申し込みのお客さま

を対象とした，月額料金割引キャンペーン「今カラ割」，「今カラ割プラス」等を実施するとともに，メガ･エ

ッグの新たなメッセンジャーとしてユースケ・サンタマリアさんを起用し，中国地域のお客さまが幸せになれ

る光インターネットサービスの提供を目指した「ＧＯ ＨＡＰＰＹ！」をキャッチコピーとして実施します。 

 「今カラ割」は，新規でメガ・エッグ 光ネットと新料金プラン「３年契約」を同時にお申し込みいただいた

お客さまを対象に，最初の２年間の月額料金を割引するキャンペーンです。 

 「今カラ割プラス」は，新規で新料金プラン「３年契約」をお申し込みいただく際に，同時に１回目の更新

をご予約いただいたお客さまを対象として，最初の３年間の月額料金を更に割引するキャンペーンです。 

例えば，光ネット「ホーム」ギガ王（ファミリーコース）３年契約に新規でお申し込みいただき，かつ，１回

目の更新をご予約いただいた場合，「今カラ割」および「今カラ割プラス」の適用で，月額料金が最大で 

８００円（税抜き）割引の４，５００円（税抜き）となり，３年間合計では２２，８００円（税抜き）お得になります。

詳細は別紙１をご覧ください。 

また，初期費用（標準工事費・契約事務手数料）については，平成２７年２月１日から分割払い制度を

導入します。あわせて，本キャンペーンでは，新規でメガ・エッグ 光ネットをお申し込みのお客さまを対象

に，標準工事費の分割払い相当額を月額料金から割引くキャンペーンを実施いたします。詳細は別紙２

をご覧ください。 

エネコムは今後も，お客さまがより一層喜びと感動を覚えていただけるよう，メガ・エッグをはじめとする

各種サービスの価値向上を図ってまいります。 

 

別紙１ メガ･エッグ新料金プラン「３年契約」と「今カラ割」および「今カラ割プラス」の概要 

別紙２ 初期費用分割払い制度の導入と光ネット新規加入者月額割引キャンペーンの概要 

 

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

本件に関するお問い合わせは，下記までお願いします。 

【報道機関の方】   コンシューマ営業部  佐伯・三浦  TEL 050-8201-1566 

【一般のお客さま】  お客さまセンター TEL 0120-505-898 



 

メガ･エッグ新料金プラン「３年契約」と 
「今カラ割」および「今カラ割プラス」の概要 

 
1．新料金プラン「３年契約」について 

（１）提供開始日  平成２７年２月 1 日 

（２）対象サービス 

・メガ・エッグ 光ネット［ホーム］ギガ王 

・メガ・エッグ 光ネット「マンション」ギガ王／メガ王 

（３）提供料金 

月額料金は料金表１／料金表２の「３年契約料金」のとおりです。 

 

２. 「今カラ割」および「今カラ割プラス」について 

（１）キャンペーン期間  平成２７年２月 1 日～平成２７年５月３１日 

（２）対象サービス（料金プラン） 

・メガ・エッグ 光ネット「ホーム」ギガ王（３年契約） 

・メガ･エッグ 光ネット「マンション」ギガ王／メガ王（３年契約） 

（３）適用条件 

・「今カラ割」 キャンペーン期間中に，新規でメガ･エッグ 光ネットと対象サービス（料金プラン）を，

同時にお申し込みいただいたお客さま※1 

・「今カラ割プラス」 キャンペーン期間中に，新規で対象サービス（料金プラン）をお申し込みいただ

く際に，同時に１回目の更新をご予約いただいたお客さま※1 

  ※1 お客さまのご都合により，平成２７年１１月３０日までにご利用開始されない場合は，適用対象外となります。 

（４）キャンペーン料金 

  キャンペーン適用後の月額料金は，料金表１／料金表２の「キャンペーン料金」のとおりです。 

◆「今カラ割」および「今カラ割プラス」適用時の月額料金イメージ  

  〔光ネット[ホーム]ギガ王（３年契約）ファミリーコースの場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

１年目 ２年目   ３年目     ４年目 ５年目    ６年目

月額料金
（税抜き）

   ７年目以降        利用年数

プロバイダ料・セキュリティ込み

３年契約３年契約

4,500円

5,000円

5,300円

長期利用割引

▲300円

セキュリティは，スマホやタブレットでも

使えるマルチデバイス対応で，最大５台まで利用できます。

4,800円

▲500円

▲300円

２年間

4,500円

5,000円

３年契約

4,700円

5,300円

▲300円

３年契約
と で

３年間合計２２,８００円お得！

▲
2回目

更新

▲
1回目

更新



 

◆料金表１ メガ・エッグ 光ネット「ホーム」ギガ王（３年契約）  

               〔表示料金はすべて税抜き〕   

 
◆料金表２ メガ・エッグ光ネット「マンション」ギガ王／メガ王（３年契約） 

 〔表示料金はすべて税抜き〕  

対象 経過年数 
ファミリーコース ファミリーコースプラス スタンダードコース 

キャンペーン料金 
３年契約

料金 
キャンペーン料金

３年契約
料金 

キャンペーン料金
３年契約

料金 

ギガ王 
 

メガ王 

1 建物 
あたり 

15 契約 
以下 

1～２年目 
３,５００円 
今カラ割適用 

今カラ割プラス適用 ４,１００円

３,９８１円 
今カラ割適用 

今カラ割プラス適用 ４,５８１円

３,５００円 
今カラ割適用 

今カラ割プラス適用 ３,７００円

３年目 
４,０００円 

今カラ割プラス適用 
４,４８１円 

今カラ割プラス適用 
３,６００円 

今カラ割プラス適用 

４～６年目 ― ４,０００円 ― ４,４８１円 ― ３,６００円

７年目以降 ― ３,８００円 ― ４,２８１円 ― ３,４００円

1 建物 
あたり 

16 契約 
以上 

1～２年目 
３,３００円 
今カラ割適用 

今カラ割プラス適用 ３,９００円

３,７８１円 
今カラ割適用 

今カラ割プラス適用 ４,３８１円

３,３００円 
今カラ割適用 

今カラ割プラス適用 ３,５００円

３年目 
３,８００円 

今カラ割プラス適用 
４,２８１円 

今カラ割プラス適用 
３,４００円 

今カラ割プラス適用 

４～６年目 ― ３,８００円 ― ４,２８１円 ― ３,４００円

７年目以降 ― ３,６００円 ― ４,０８１円 ― ３,２００円

 

３．解約違約金 

新料金プラン（３年契約）は，契約期間中にご解約された場合，下表のとおり解約違約金をお支払いい

ただきます。ただし，更新日から３０日間の更新期間中に解約された場合は必要ありません。 

  〔表示料金はすべて税抜き〕  

新料金プラン（３年契約） 

適用開始後の期間（1 年は 365 日間とします） 

1 年未満 
1 年以上～ 
2 年未満 

2 年以上～ 
3 年未満

メガ･エッグ 光ネット［ホーム］ギガ王 30,000 円 20,000 円 
10,000 円 

（19,000 円※2）

メガ･エッグ 光ネット 

［マンション］ギガ王／メガ王 

スタンダードコース 3,500 円 2,500 円 
1,500 円 

（2,500 円※2）

ファミリーコース 

ファミリーコースプラス 
7,000 円 5,000 円 

3,000 円 

（5,000 円※2）

※2 「今カラ割プラス」適用時の金額です。 

対象 経過年数 

ファミリーコース ファミリーコースプラス 

キャンペーン料金 
３年契約 

料金 
キャンペーン料金 

３年契約 
料金 

ギガ王 

1～２年目 
４,５００円 

今カラ割適用 
今カラ割プラス適用 ５,３００円 

４,９１０円 
今カラ割適用 

今カラ割プラス適用 ５,７１０円 

３年目 
５,０００円

今カラ割プラス適用 
５,４１０円 

今カラ割プラス適用 

４～６年目 ― ５,０００円 ― ５,４１０円 

７年目以降 ― ４,７００円 ― ５,１１０円



 

初期費用分割払い制度の導入と 
光ネット新規加入者月額割引キャンペーンの概要 

 

１． 初期費用分割払い制度の導入について 

 （１）導入日  平成２７年２月 1 日 

（２）料金額，支払い方法 

 初期費用（標準工事費，契約事務手数料）の料金額は下表のとおりです。 

 支払い方法は，一括払いと３５回の分割払いをお選びいただけます。 

 〔表示料金はすべて税抜き〕   

支払い方法 一括払い 分割（35 回）払い ※1 

標準工事費 

ホーム 35,000 円 1,000 円×35 ヶ月 

マンション 
（FTTH）35,000 円

（VDSL／LAN）21,000 円

（FTTH）1,000 円×35 ヶ月 

（VDSL／LAN）600 円×35 ヶ月 

契約事務手数料 3,000 円 80 円×34 ヶ月+最終月 280 円 
 
※1 中途解約時は分割払い残額を一括でお支払いいただきます。 
 

２. 光ネット新規加入者月額割引キャンペーンについて 

（１）キャンペーン期間  平成２７年２月 1 日～平成２７年５月３１日 

（２）対象  キャンペーン期間中に，新規でメガ･エッグ光ネット［ホーム］／［マンション］にお申し込

みいただいたお客さま 

（３）割引内容  月額料金から，下表の金額を割引します。（標準工事費分割払い相当額） 
〔表示料金はすべて税抜き〕   

メガ･エッグ 

光ネット 

ホーム                 1,000 円×35 ヶ月割引 ※2 

マンション 
（FTTH タイプ）      1,000 円×35 ヶ月割引 ※2  

（VDSL／LAN タイプ）  600 円×35 ヶ月割引 ※2 

※2 開通月の翌月から最大 35 ヶ月割引します。メガ･エッグ 光ネットの月額請求額が満額でない月（日割となる月など）
は割引いたしません。また，中途でご解約された場合は解約の前月までで割引を終了します。 

《参考》 

◆毎月のお支払いイメージ（初期費用分割払い選択の場合） 
  〔光ネット[ホーム]ギガ王（３年契約）ファミリーコースの場合〕              〔表示料金はすべて税抜き〕 

 
１年目～２年目 ３年目 

1 ヵ月目 2～24 ヵ月目 25～35 ヵ月目 36 ヵ月目 

３年契約月額料金 ※3 5,300 円※3 5,300 円 5,300 円 5,300 円 

今カラ割 ※3 ▲500 円※3 ▲500 円 － － 

今カラ割プラス ※3 ▲300 円※3 ▲300 円 ▲300 円 ▲300 円 

光ネット新規加入者月額割引 － ▲1,000 円 ▲1,000 円 ▲1,000 円 

標準工事費 － 1,000 円 1,000 円 1,000 円 

契約事務手数料 － 80 円 80 円 280 円 

お支払い総額 4,500 円※3 4,580 円 5,080 円 5,280 円 

※3 開通工事日翌日から適用されます。暦月の途中から適用開始された場合，適用開始月および適用終了月の割引
額は日割となります。 

別紙２ 


