
戸建に
（一部の集合住宅）
お住まいの方

2022年 vol.2

光ベーシック
［ホーム］

メガ・エッグ

1Gbps※1        

プロバイダ料込み セキュリティ
標準装備誕生

●2年間をご契約期間単位として自動更新となります。●2年契約の期間中に解約やサービス変更した場合、更新期間中を除き原
則解約金（解約・変更時の基本料金の1ヵ月分）がかかります。●移転時はメガエッグの継続利用で解約金は不要です。2年契約について

（最大2年間）
基本料金
［2年契約］ 円/月5,170 円/月4,620

メガ・エッグ でんき割プラス適用新規加入割引［2年間］適用
中国電力の

「ぐっと ずっと。プラン」
へご加入の場合、
基本料金から
550円/月割引

中国電力「ぐっとずっと。プラン」とのセット割引

新規加入割引
［2年間］ 円/月550円/月550

インターネットと中 国 電 力 の電 気 をセットでおトクに割 引！

記載の料金は特に記載のない限り税込みです。

※1技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サービスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。インターネットご利用時の速度は、パソコン、通信機器の性能や
ご利用状況により、大幅に低下する場合があります。物件により1ギガサービスをご利用いただけない場合があります。●メガ・エッグサービスエリア内であっても、当社設備の引き込
みができない集合物件など、設備状況等により、ご提供できない場合があります。

［3年目以降 5,720円/月］ ［3年目以降 5,720円/月］



★現在ご利用中のNTT加入電話番号を継続する場合、1番号ごとに番号割当手数料の2,200円（初月264円＋88円/月×22ヵ月）を開通月の翌月からお支払いいただ
きます。（回線ごとにNTT西日本からご請求の休止工事費2,200円が別途必要です。）
★メガ・エッグ 光電話 2回線サービスへのプラン変更費用は3,300円かかります。★メガ・エッグ 光電話は、メガ・エッグ 光ベーシックのご契約が必要です。
★メガ・エッグ 光ベーシック開通後のお申し込みの場合、基本工事費、番号割当手数料は一括払いのみとなります。

※1

メガ・エッグ 光電話
1回線サービス
（基本プラン）

■初期費用

■月額料金

10：00～19：00 年中無休

※1技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サービスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。インターネットご利用時の速度は、パソコン、通信機器の性
能やご利用状況により、大幅に低下する場合があります。※2開通月の翌月からお支払いいただきます。なお、標準工事費については工事内容により、別途費用を申し受ける場
合があります。※3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、原則、分割払い残額を一括でお支払い
いただきます。※4メガ・エッグ光ベーシックを新規加入の方のみ適用します。（同一世帯かつ別名義でご利用されている場合は適用不可）※5開通月の翌月から最大23ヵ月
割引します。メガ・エッグ光ベーシック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。●メガ・エッグサービスエリア内であっても、当社設備の引き込みができない集合物件など、設備状況等により、ご提供できない場合があります。

■初期費用

※2

※2

※3標準工事費 38,500円
（初月2,200円+1,650円/月×22ヵ月）

3,300円（一括払い）契約事務手数料

メガ・エッグ 光電話とは、インターネット回線を使った電話サービスです！

メールでのお問い合わせ  
MEGAEGG-info@enecom.co.jp

携帯電話からもかけられます。

最大38,500円割引※5初月2,200円+
1,650円/月×22ヵ月割引

※4

工事費
実質無料！

※1一部の光電話非対応マンションの場合は、メガ・エッグ光電話をご利用いただけません。※2通話料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料が別途必要で
す。※3開通月の翌月からお支払いいただきます。※4現在NTT回線をご利用中の方で新しい電話番号を取得される場合は、光電話開通後お客さま自身でNTT西日本へ
利用休止のお申し込みが必要です。利用休止には、回線ごとにNTT西日本からご請求の休止工事費2,200円が別途必要です。※5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、原則、分割払い残額を一括でお支払いいただきます。
※6現在、メガ・エッグ光ベーシック・光電話をご利用の方（同一世帯かつ別名義を含みます。）には、適用できません。※7開通月の翌
月から最大23ヵ月割引します。メガ・エッグ光電話の月額料金が満額請求でない月（日割りとなる月など）は割引できない場合がありま
す。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。●音声通話の品質についてはIP電話サービス利用形態等に
より低下する場合があります。●記載事項は2022年6月現在のもので、サービス内容が変更になる場合があります。

光電話
あんしんパックに
ついてはこちら

［電話サービス］

新規加入割引 標準工事費相当

1Gbps※1

3,300円 初月154円＋143円/月×22ヵ月

光電話新規加入割引（基本工事費相当）
基本工事費

（1契約ごとに）

一括払い 分割（23回）払い ※6

※3※4

※5

※73,300円割引最大

基本料金
［2年契約］

（2年間）

4,620新規加入割引
［2年間］

メガ・エッグ
でんき割プラス

（お申し込み必要）（自動適用）
5,720円／月 5,170円／月 円／月

メガ・エッグ でんき割プラス

メガ・エッグ 光ベーシック
［ホーム］

中国電力
「ぐっと ずっと。プラン」

中国電力の電気とセット利用でおトク！

・スマートコース ・シンプルコース
・ナイトホリデーコース ・電化Styleコース

円／月割引550最大 年間最大2年間

割引の適用には、メガ・エッグ 光ベーシックと中国電
力の「ぐっとずっと。プラン」へのご加入が必要です。
当社へお申し込みいただくことで、メガ・エッグ 光
ベーシックの基本料金から最大2年間割引きします。

詳しくは
こちら

3年目以降 5,720円/月 3年目以降 5,720円/月

●2年間をご契約期間単位として自動更新となります。●2年契約の期間中に解約やサービス変更した場合、更新期間中を除き原則解約金（解
約・変更時の基本料金の1ヵ月分）がかかります。●移転時はメガエッグの継続利用で解約金は不要です。2年契約について

基本使用料 機器レンタル料 無線タイプ 550円／月有線タイプ 495円／月0円／月※2

記載の料金は特に記載のない限り税込みです。

●メガ・エッグ 光ベーシック、メガ・エッグ 光電話をお申し込みの際は、重要事項説明書をご確認ください。

（最大2年間）

●割引施策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。

初月154円＋143円/月×22ヵ月
割引

［インターネット接続サービス］



メガ・エッグ
指定の

集合住宅に
お住まいの方

2022年 vol.2

光ベーシック
［メゾン］

●2年間をご契約期間単位として自動更新となります。●2年契約の期間中に解約やサービス変更した場合、更新期間中を除き原
則解約金（解約・変更時の基本料金の1ヵ月分）がかかります。●移転時はメガエッグの継続利用で解約金は不要です。2年契約について

記載の料金は特に記載のない限り税込みです。

メガ・エッグ

1Gbps※2      

※1

プロバイダ料込み セキュリティ
標準装備

メガ・エッグ でんき割プラス適用新規加入割引［2年間］適用

誕生
中国電力「ぐっとずっと。プラン」とのセット割引

※1メゾン料金での提供対象物件は、当社が指定するものに限ります。対象物件はホームページにてご確認ください。※2技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サー
ビスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。インターネットご利用時の速度は、パソコン、通信機器の性能やご利用状況により、大幅に低下する場合がありま
す。物件により1ギガサービスをご利用いただけない場合があります。●メガ・エッグサービスエリア内であっても、当社設備
の引き込みができない集合物件など、設備状況等により、ご提供できない場合があります。

新規加入割引
［2年間］ 円/月550円/月330

中国電力の
「ぐっと ずっと。プラン」
へご加入の場合、
基本料金から
550円/月割引

（最大2年間）
基本料金
［2年契約］ 円/月4,290 円/月3,740

［3年目以降 4,620円/月］ ［3年目以降 4,620円/月］

インターネットと中 国 電 力 の電 気 をセットでおトクに割 引！



★現在ご利用中のNTT加入電話番号を継続する場合、1番号ごとに番号割当手数料の2,200円（初月264円＋88円/月×22ヵ月）を開通月の翌月からお支払いいただ
きます。（回線ごとにNTT西日本からご請求の休止工事費2,200円が別途必要です。）
★メガ・エッグ 光電話 2回線サービスへのプラン変更費用は3,300円かかります。★メガ・エッグ 光電話は、メガ・エッグ 光ベーシックのご契約が必要です。
★メガ・エッグ 光ベーシック開通後のお申し込みの場合、基本工事費、番号割当手数料は一括払いのみとなります。

※1

メガ・エッグ 光電話
1回線サービス
（基本プラン）

■初期費用

■月額料金

基本使用料 機器レンタル料 無線タイプ 550円／月有線タイプ 495円／月0円／月

10：00～19：00 年中無休

記載の料金は特に記載のない限り税込みです。

※１メゾン料金での提供物件は当社が指定するものに限ります。対象物件はホームページにてご確認ください。※2技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サービス
のため、一定の通信速度を保証するものではありません。インターネットご利用時の速度は、パソコン、通信機器の性能やご利用状況により、大幅に低下する場合があります。
※3開通月の翌月からお支払いいただきます。なお、標準工事費については工事内容により、別途費用を申し受ける場合があります。※4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、原則、分割払い残額を一括でお支払いいただきます。※5メガ・エッグ光ベーシックを新規加入
の方のみ適用します。（同一世帯かつ別名義でご利用されている場合は適用不可）※6開通月の翌月から最大23ヵ月割引します。メガ・エッグ光ベーシックの月額料金が満額
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。●メガ・エッグサービスエリア内であっても、当社設備
の引き込みができない集合物件など、設備状況等により、ご提供できない場合があります。

〇お住まいの物件によっては、標準工事費が変更となる場合があります。
　（VDSLタイプ、LANタイプの場合）

■初期費用

※3

※3

※4標準工事費 38,500円
（初月2,200円+1,650円/月×22ヵ月）

3,300円（一括払い）契約事務手数料

メガ・エッグ 光電話とは、インターネット回線を使った電話サービスです！

メールでのお問い合わせ  
MEGAEGG-info@enecom.co.jp

携帯電話からもかけられます。

最大38,500円割引※6初月2,200円+
1,650円/月×22ヵ月割引

※5

工事費
実質無料！

※1一部の光電話非対応マンションの場合は、メガ・エッグ光電話をご利用いただけません。※2通話料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料が別途必要で
す。※3開通月の翌月からお支払いいただきます。※4現在NTT回線をご利用中の方で新しい電話番号を取得される場合は、光電話開通後お客さま自身でNTT西日本へ
利用休止のお申し込みが必要です。利用休止には、回線ごとにNTT西日本からご請求の休止工事費2,200円が別途必要です。※5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、原則、分割払い残額を一括でお支払いいただきます。
※6現在、メガ・エッグ光ベーシック・光電話をご利用の方（同一世帯かつ別名義を含みます。）には、適用できません。※7開通月の翌
月から最大23ヵ月割引します。メガ・エッグ光電話の月額料金が満額請求でない月（日割りとなる月など）は割引できない場合がありま
す。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。●音声通話の品質についてはIP電話サービス利用形態等に
より低下する場合があります。●記載事項は2022年6月現在のもので、サービス内容が変更になる場合があります。

光電話
あんしんパックに
ついてはこちら

［電話サービス］

●2年間をご契約期間単位として自動更新となります。●2年契約の期間中に解約やサービス変更した場合、更新期間中を除き原則解約金（解
約・変更時の基本料金の1ヵ月分）がかかります。●移転時はメガエッグの継続利用で解約金は不要です。2年契約について

新規加入割引 標準工事費相当

メガ・エッグ でんき割プラス

メガ・エッグ 光ベーシック
［メゾン］

中国電力
「ぐっと ずっと。プラン」

中国電力の電気とセット利用でおトク！

・スマートコース ・シンプルコース
・ナイトホリデーコース ・電化Styleコース

円／月割引550最大 年間最大2年間

割引の適用には、メガ・エッグ 光ベーシックと中国電
力の「ぐっとずっと。プラン」へのご加入が必要です。
当社へお申し込みいただくことで、メガ・エッグ 光
ベーシックの基本料金から最大2年間割引きします。

1Gbps※2

※2

詳しくは
こちら

※1

基本料金
［2年契約］ 3,740新規加入割引

［2年間］
メガ・エッグ
でんき割プラス

（お申し込み必要）（自動適用）
4,620円／月 4,290円／月 円／月

3年目以降 4,620円/月 3年目以降 4,620円/月

（最大2年間）（2年間）

●メガ・エッグ 光ベーシック、メガ・エッグ 光電話をお申し込みの際は、重要事項説明書をご確認ください。
●割引施策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。

3,300円 初月154円＋143円/月×22ヵ月 初月154円＋143円/月×22ヵ月
割引

光電話新規加入割引（基本工事費相当）
基本工事費

（1契約ごとに）

一括払い 分割（23回）払い ※6

※3※4

※5

※73,300円割引最大

［インターネット接続サービス］



1Gbps※2        

プロバイダ料込み セキュリティ
標準装備

2022年 vol.2

メガ・エッグ
指定の

集合住宅に
お住まいの方

光ベーシック
［マンション］

メガ・エッグ

※1

インターネットと中 国 電 力 の電 気 をセットでおトクに割 引！

記載の料金は特に記載のない限り税込みです。

※1マンション料金での提供対象物件は、当社が指定するものに限ります。対象物件はホームページにてご確認ください。※2技術規格上の最大値であり、ベストエフォート
型サービスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。VDSLタイプは、上りと下りの帯域を合わせた最大値となります。インターネットご利用時の速度は、パソ
コン、通信機器の性能やご利用状況により、大幅に低下する場合があります。物件により1ギガサービスをご利用いただけない場合があります。●メガ・エッグサービスエリア
内であっても、当社設備の引き込みができない集合物件など、設備状況等により、ご提供できない場合があります。

●2年間をご契約期間単位として自動更新となります。●2年契約の期間中に解約やサービス変更した場合、更新期間中を除き原
則解約金（解約・変更時の基本料金の1ヵ月分）がかかります。●移転時はメガエッグの継続利用で解約金は不要です。2年契約について

（最大2年間）
基本料金
［2年契約］ 円/月4,070 円/月3,520

メガ・エッグ でんき割プラス適用
中国電力の

「ぐっと ずっと。プラン」
へご加入の場合、
基本料金から
550円/月割引

中国電力「ぐっとずっと。プラン」とのセット割引

円/月550

［3年目以降 4,070円/月］

誕生



※3 ※4

※4標準
工事費

38,500円
（初月2,200円+1,650円/月×22ヵ月）

23,100円
（初月1,320円+990円/月×22ヵ月）

マンション
［FTTHタイプ］

マンション
［VDSLタイプ］

10：00～19：00 年中無休

■初期費用

メールでのお問い合わせ  
MEGAEGG-info@enecom.co.jp

携帯電話からもかけられます。

最大38,500円割引※6初月2,200円+
1,650円/月×22ヵ月割引

最大23,100円割引※6初月1,320円+
990円/月×22ヵ月割引

工
事
費

実
質
無
料
！

※1マンション料金での提供対象物件は、当社が指定するものに限ります。対象物件はホームページにてご確認ください。※2技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サ
ービスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。VDSLタイプは、上りと下りの帯域を合わせた最大値となります。インターネットご利用時の速度は、パソコン、通信機
器の性能やご利用状況により、大幅に低下する場合があります。物件により1ギガサービスをご利用いただけない場合があります。※3開通月の翌月からお支払いいただきます。な
お、標準工事費については工事内容により、別途費用を申し受ける場合があります。※4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、原則、分割払い残額を一括でお支払いいただきます。※5メガ・エッグ光ベーシックを新規加入の方のみ適用します。（同一世帯かつ別名義でご利用され
ている場合は適用不可）※6開通月の翌月から最大23ヵ月割引します。メガ・エッグ光ベーシック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。●メガ・エッグサービスエリア内であっても、当社設備の引き込みができない集合物件など、設備状況等により、ご提
供できない場合があります。

※3 3,300円（一括払い）契約事務手数料

★現在ご利用中のNTT加入電話番号を継続する場合、1番号ごとに番号割当手数料の2,200円（初月264円＋88円/月×22ヵ月）を開通月の翌月からお支払いいただ
きます。（回線ごとにNTT西日本からご請求の休止工事費2,200円が別途必要です。）
★メガ・エッグ 光電話 2回線サービスへのプラン変更費用は3,300円かかります。★メガ・エッグ 光電話は、メガ・エッグ 光ベーシックのご契約が必要です。
★メガ・エッグ 光ベーシック開通後のお申し込みの場合、基本工事費、番号割当手数料は一括払いのみとなります。

※1メガ・エッグ 光電話とは、インターネット回線を使った電話サービスです！

※1一部の光電話非対応マンションの場合は、メガ・エッグ光電話をご利用いただけません。※2通話料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料が別途必要で
す。※3開通月の翌月からお支払いいただきます。※4現在NTT回線をご利用中の方で新しい電話番号を取得される場合は、光電話開通後お客さま自身でNTT西日本へ
利用休止のお申し込みが必要です。利用休止には、回線ごとにNTT西日本からご請求の休止工事費2,200円が別途必要です。※5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、原則、分割払い残額を一括でお支払いいただきます。
※6現在、メガ・エッグ光ベーシック・光電話をご利用の方（同一世帯かつ別名義を含みます。）には、適用できません。※7開通月の翌
月から最大23ヵ月割引します。メガ・エッグ光電話の月額料金が満額請求でない月（日割りとなる月など）は割引できない場合がありま
す。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。●音声通話の品質についてはIP電話サービス利用形態等に
より低下する場合があります。●記載事項は2022年6月現在のもので、サービス内容が変更になる場合があります。

光電話
あんしんパックに
ついてはこちら

［電話サービス］

○LANタイプの場合は工事費は発生しません。

基本料金
［2年契約］ 3,5204,070円／月 円／月

※5新規加入割引 標準工事費相当

メガ・エッグ
でんき割プラス適用で
（最大2年間）

割引の適用には、当社への
お申し込みが必要です。

［インターネット接続サービス］

※1 1Gbps※2

3年目以降 4,070円/月

メガ・エッグ でんき割プラス

メガ・エッグ 光ベーシック
［マンション］

中国電力
「ぐっと ずっと。プラン」

中国電力の電気とセット利用でおトク！

・スマートコース ・シンプルコース
・ナイトホリデーコース ・電化Styleコース

円／月割引550最大 年間最大2年間

割引の適用には、メガ・エッグ 光ベーシックと中国電
力の「ぐっとずっと。プラン」へのご加入が必要です。
当社へお申し込みいただくことで、メガ・エッグ 光
ベーシックの基本料金から最大2年間割引きします。

詳しくは
こちら

●2年間をご契約期間単位として自動更新となります。●2年契約の期間中に解約やサービス変更した場合、更新期間中を除き原則解約金（解
約・変更時の基本料金の1ヵ月分）がかかります。●移転時はメガエッグの継続利用で解約金は不要です。2年契約について

記載の料金は特に記載のない限り税込みです。

●メガ・エッグ 光ベーシック、メガ・エッグ 光電話をお申し込みの際は、重要事項説明書をご確認ください。
●割引施策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。

メガ・エッグ 光電話
1回線サービス
（基本プラン）

■初期費用

■月額料金

3,300円 初月154円＋143円/月×22ヵ月

光電話新規加入割引（基本工事費相当）
基本工事費

（1契約ごとに）

一括払い 分割（23回）払い ※6

※3※4

※5

※73,300円割引最大

基本使用料 機器レンタル料 無線タイプ 550円／月有線タイプ 495円／月0円／月※2

初月154円＋143円/月×22ヵ月
割引
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