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平成 30 年 9 月 20 日

メガ・エッグ新料金プランの提供開始について
～メガ・エッグ コレクトで 暮らしを あたらしく あなたらしく～

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，平成 30 年 10 月 1 日よりお客さまのライフスタイルにあわせて選べる「メガ・エッグ コレクト」を
柱とした，メガ・エッグ新料金プランの提供を開始します。
□ 暮らしにあわせて選べる楽しさ，「メガ･エッグ コレクト」
メガ・エッグ新料金プランでは，お客さまのライフスタイルにあわせて選べるサービス「メガ・エッグ
コレクト」を新たに開始します。
「選べるエンタメ」
「選べる定期ギフト」
「データ通信 SIM」
「パソタブ機
器補償」の４サービスから，お客さまの暮らしにあわせてサービスをご選択数に応じた料金にてご利用(最
大３つ)いただけます。詳細は別紙１をご確認ください。
□ 光ネットをもっと，わかりやすく
また，メガ・エッグ光ネットから新しい料金プランが登場。ずっと変わらないフラット料金，契約更新
時の「選べる更新特典」など，おトクでわかりやすい料金体系を目指しました。詳細は別紙２をご確認く
ださい。
□ 新料金プランのイメージキャラクターに，女優として活躍する優希 美青(ゆうき みお)さんを起用！
メガ・エッグ新料金プランのイメージキャラクターに，優希 美青(ゆうき みお)さんを起用いたしまし
た。優希 美青さんが出演する新ＣＭ『メガ・ドラ編』が平成 30 年 10 月 1 日より放映開始となります。
詳細は別紙３をご確認ください。

エネコムは今後も，お客さまがより一層の喜びや感動を感じていただけるよう，メガ・エッグをはじめ
とする各種サービスの価値向上に努めてまいります。
以 上
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】 コンシューマ企画部 木佐・佐伯・木戸口 TEL 050-8201-1566
【一般のお客さま】 メガ・エッグお客さまセンター TEL 0120-505-898

別紙１

メガ・エッグ コレクトサービスの提供開始について
□サービス一覧
以下の４サービスから，お客さまのライフスタイルにあわせてお好みのサービスをお選びいただけます。

サービス名

サービスの特徴
「動画配信サービス」または「雑誌読み放題サービス」から，お客さまのライ

選べるエンタメ

フスタイルにあわせてお選びいただけます。

クランクイン！ビデオ

毎月 4 本分(2,000 円分*)，いつでもどこでも観たい映画が観られる！

（メガ･エッグ コレクト）

《新作映画 1 本視聴金額：432 ポイント~*》

国内最大級 800 誌以上の雑誌が読み放題！豊富なジャンルの中から

雑誌読みホーダイ

最新号やバックナンバーをお楽しみいただけます。
「毎月お届け」または「年２回お届け」のギフトサービスから，お客さまのライ

選べる定期ギフト

フスタイルにあわせてお選びいただけます。

選べる定期ギフト(選べる e-GIFT)
選べる定期ギフト(福屋)

データ通信 SIM

お客さまのライフスタイルにあわせて選べる「選べる e-GIFT※」500 円分を
毎月お届けします。
地元老舗デパート「福屋」が厳選した各地の特産品などから，年２回お
客さまのお好みのギフトをお届けします。

2GB／月の通信が可能なデータ通信 SIM サービスをご用意！
メガ･エッグ 光ネット回線に接続されている機器の，自然故障，水没，

パソタブ機器補償

落雷，落下，破損などを補償！暮らしに安心をプラス！
※選べる e-GIFT については，ホームページをご確認ください。 http://www.anatc-gift.com/use/

*毎月クランクイン！ビデオで利用できる 2,000 円分の視聴ポイントを付与します。1 作品あたりの視聴ポイントは作品によって異なります。

□月額料金
各サービスに月額料金を設定するのではなく，お客さまがご契約いただいたサービス数に応じた月額料金となります。
内 訳

月額料金

初期費用

メガ･エッグ コレクト１つご契約時

500 円

メガ･エッグ コレクト 2 つご契約時

950 円

メガ･エッグ コレクト 3 つご契約時

1,400 円

0円

注：ご利用はメガ・エッグ 光ネットの契約が必要です。メガ･エッグ コレクトの最低利用期間は１年間となります。最低利用
期間内のサービス変更は可能となります。
○表示金額はすべて税抜きとなります。
○各サービスの詳細は，平成 30 年 10 月 1 日以降にメガ・エッグホームページ(www.megaegg.jp)をご確認ください。

別紙 2

メガ・エッグ 光ネット新料金プランの提供開始について
□ 主な特徴

・ 月額料金は，利用年数に関わらず，ずっとフラット
・ 3 年契約の更新の都度，「選べる更新特典」をプレゼント！
・ 選べるセキュリティが標準装備！マルチデバイス対応で安心
□ 月額料金・初期費用
区 分

月額料金※1

メガ・エッグ
光ネット
ホーム

4,200 円/月

メガ・エッグ
光ネット
マンション

初期費用※2
標準工事費

35,000 円
(1,000 円/月×35 ヵ月)
35,000 円

FTTH タイプ

3,200 円/月

契約事務手数料

(1,000 円/月×35 ヵ月)

VDSL/LAN
タイプ

3,000 円
(80 円/月×34 ヵ月
＋最終月 280 円)

21,000 円
(600 円/月×35 ヵ月)

※1：「3 年契約」のみの提供となります。自動更新となります。3 年契約の期間中に解約やプラン変更された場合，
更新期間中を除き原則解約金がかかります。
※2：「一括払い」「分割払い(35 回)」からお支払い方法をご選択いただけます。分割払いで途中解約された場
合(メガ・エッグ サービスエリア外移転などにより契約を継続できない場合も含む。)は，分割払い残額を一括
でお支払いいただきます。

□ 「選べる更新特典」について
対 象

メガ･エッグ 光ネット(新料金プラン)の 3 年契約を更新いただいたお客さま

特典内容

以下の２つの特典をお選びいただけます。
※対象のお客さまにメールにてご案内予定
更新特典(選べる e-GIFT)
更新特典(月額割引・1 年間)

お客さまの申請翌月に「選べる e-GIFT※3：2,000 円分」
をプレゼント(メールにて進呈予定)
お客さまの申請翌月から「▲100 円／月×12 ヵ月」の月額
料金を割引

※3：選べる e-GIFT については，ホームページをご確認ください。 http://www.anatc-gift.com/use/

□ 初期費用相当新規加入割引について
メガ・エッグ 光ネットへ新規にお申し込みいただいたお客さまに以下の割引も実施しております。メガ・エッグ コレクトも
同時にお申し込みいただくことで，光ネットをオトクにご利用いただけます。
・新規加入割引(標準工事費相当)
対 象

・2018 年 10 月以降に，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

内 容

・月額料金から以下の標準工事費相当分を割引いたします。
ホーム

1,000 円/月 × 35 ヵ月割引 ⇒ 最大 35,000 円割引 ※4
FTTH タイプ

マンション

VDSL/LAN
タイプ

1,000 円/月 × 35 ヵ月割引 ⇒ 最大 35,000 円割引 ※4
600 円/月 × 35 ヵ月割引 ⇒ 最大 21,000 円割引 ※4

・新規加入割引(契約事務手数料相当)
対 象

・2018 年 10 月以降に，新規でメガ･エッグ 光ネット〔ホーム/マンション〕とメガ・エッグ コレクトに同時
にお申し込みいただいたお客さま

内 容

・月額料金から以下の契約事務手数料相当分を割引いたします。
ホーム
マンション

80 円/月 × 34 ヵ月 + 最終月 280 円割引 ⇒ 最大 3,000 円割引 ※4

※4：開通月の翌月から最大 35 ヵ月分割引します。メガ･エッグ 光ネットの月額料金が満額請求でな
い月(日割りとなる月など)は割引できません。また，途中で解約した場合は，割引は解約の前
月までで終了します。
○表示金額はすべて税抜きとなります。
○新規加入割引(標準工事費相当)/(契約事務手数料)に期限はありませんが，割引条件や割引金額が変更となる場合
があります。変更となる場合は事前にお知らせします。
○各サービスの詳細は，平成 30 年 10 月 1 日以降にメガ・エッグホームページ(www.megaegg.jp)をご確認ください。

別紙３

新イメージキャラクターの起用について
メガ･エッグ新料金プランの提供開始にあわせ，優希 美青さんを新たなイメージキャラクターとして起用いたしました。
□優希 美青(ゆうき みお)さんについて
1999 年 4 月 5 日 福島県生まれ。
2012 年，「第 37 回ホリプロタレントスカウトキ
ャラバン」にてグランプリを獲得。
《主な出演作》
〔映画〕
○『神さまの言うとおり』(2014)
○『でーれーガールズ』(2015)
○『暗殺教室』(2015)
○『暗殺教室～卒業編～』(2016)
○『ちはやふるー結びー』(2018）
○『ママレード・ボーイ』(2018)
〔テレビドラマ〕
○NHK「あまちゃん」(2013)
○NTV「明日、ママがいない」(2014)
○NHK「マッサン」(2014)
○NTV「デスノート」(2015)

□新 CM「メガ・ドラ編」について
優希 美青さんが出演するメガ・エッグの新 CM「メガ・ドラ編」が平成 30 年 10 月 1 日より放映開始となります。
とある地方の理容店を舞台に，新しいメガ･エッグ コレクトでくらしがしあわせになる家族ドラマを描きます。

