
このカタログの記載内容は、2018年9月現在のものです。 1603PH-1809＜34221151＞4/P

http://www.ricoh.co.jp/solution/hikari

＊対象商品は、販売担当者にご確認ください。

簡単に、はじめる。
快適に、つながる。

インターネットと電話のビジネス活用を、
もっと便利に！ もっとおトクに！

対象のリコー商品＊と「リコー ひかり」（R割）「ひかり電話サービス」（ダブルR割）の同時利用でご提供する割引プラン
〈R割〉〈ダブルR割〉でおトク！

＋光回線サービス ISP（インターネット接続サービス）

アクセスメニュー

これから新しく光回線をご利用のお客様
※NETBegin BBパック Select・NETBegin BBパック Next・ネットワークセキュリティパックをご利用の場合、 アクセスメニューへのお申し込みになります。

光回線サービス

※NTT の「フレッツ光」「B フレッツ」から「リコーひかり」への「転用」により、簡単手続きで切り替えられます。転用に伴う手数料は無料です。

現在、NTTのフレッツ光・Bフレッツをご利用中のお客様
ご利用中のISPでインターネットにアクセス

スタンダードメニュー
お客様に最適な光回線サービスをご提供

オプションメニュー

ひかり電話サービス

規模・業務に合わせた、
ひかり電話サービスを選択可能 メニュー名

追加番号 100円 100円 100円 100円

主な付加
サービス

ナンバー表示 400円
着信転送 500円

ナンバー表示 1,200円
着信転送 500円

着信転送/ナンバー表示/ナンバーリクエスト/
グループ通話定額/着信拒否/

高音質電話/
データコネクトの付加サービス込み

ナンバー表示/通話中着信通知/着信転送/
ナンバーリクエスト/着信拒否/

着信お知らせメールの付加サービスと
3時間相当の電話料金込み

追加ｃｈ 200円（最大2ch） 200円（最大2ch） 400円 1,000円

月額基本料 500円 1,500円 1,300円 1,100円
契約数 1ch1番号～2ch5番号 1ch1番号～2ch5番号 3ch1番号～8ch32番号 1ch1番号～32ch7000番号

ひかり電話サービス ひかり電話サービスＡ ひかり電話サービス
オフィスタイプ＊

ひかり電話サービス
オフィスＡ＊

＊「リコー ひかり スタートファミリータイプ」ではご利用いただけません。 ※料金はすべて消費税別

リコー ひかりを使った、
固定電話サービスです。

土日や夜間に故障が起きたら・・・
故障対応まで長時間かかることも

基本メニュー

現地手配2

17時まで現地対応3

リコージャパン お客様

故障連絡1

18時まで受付

平日のみ  8:30～18:00 
故障受付時間延長

土日や夜間に故障が起きても・・・
いつでも故障対応!

お客様リコージャパン

故障連絡1

現地手配2

24時間受付

24時間現地対応3

土・日・休日もOK、24時間対応

〈月額利用料金〉　ファミリータイプ 3,000円／月　マンションタイプ 2,000円／月　※料金はすべて消費税別

万一の回線トラブルに、24時間365日
安心保守サポートします。

オプションメニュー

故障受付時間延長

24時間いつでも安心サポート

電話でのご利用が多く、
インターネット利用が少なめの
お客様は、コスト削減が
可能になります。

スタート
ファミリータイプ

（戸建て向け）

手軽に始める2段階定額プラン スタンダードメニュー

通信量3,040MB 10,040MB

スタートファミリータイプ 上限定額
〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉

6,100円

スタートファミリータイプ 基本料金
〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉
スタートファミリータイプ 基本料金

〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉

4,400円 使った分
だけ

お支払い
少なければ
低コスト

データ通信量が
増えた月も、

上限があり安心

スタンダードメニュー

料金100MB単位で
従量課金

従量制部分

ファミリータイプ 定額料金
〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉

5,800円

スタンダードメニュー

スタンダードメニュー

料
金

通信量3,040MB 10,040MB

ファミリータイプ 定額料金
〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉

4,600円

スタートファミリータイプ 基本料金
〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉

3,300円 使った分
だけ

お支払い
少なければ
低コスト

データ通信量が
増えた月も、

上限があり安心

スタートファミリータイプ 上限定額
〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉

5,000円

アクセスメニュー

アクセスメニュー

アクセスメニュー

料
金

料金100MB単位で
従量課金

従量制部分

アクセスメニュー

参考：3,040MB = 動画: 約16時間/月ホームページ:約2,000ページ/月※動画は3MB/分、ホームページは1.5MB／ページの場合。実際のご利用時には異なる場合があります。
※料金はすべて消費税別 ※「スタートファミリータイプ」では、「ひかり電話サービス オフィスタイプ」「ひかり電話サービス オフィスA」はご利用いただけません。 ※R割およびダブルR割りは、適用外となります。

＊対象となるリコー商品は、販売担当者にご確認ください。

New

New

New リコー ひかり
ひかり電話サービス

オプションメニュー
故障受付時間延長

オプションメニュー

光回線サービス インターネット接続サービス
プロバイダサービス／メールアドレス

オンサイト対応障害切り分け
故障受付

関連工事

リコージャパンの光回線サービス

リコー ひかり

※記載の内容は予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載の全商品の価格および料金には、
消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。 ※詳しい内容・制約条
件などについては、販売担当者にご確認ください。 ※フレッツ光、Bフレッツ、フレッツ 光ネクスト、ナンバー・ディスプレ
イおよびボイスワープは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 ※その他、記載
の会社名および製品名は、各社の商号、商標または登録商標です。

リコー ひかり 検索詳しくは



＊ ch（チャネル）とは、電話やFAXなどを同時にご利用可能になる通信サービスワンストップサービス・
全国保守・ご請求一本化で、

ＩＴ安心活用・業務の軽減
切り分けが難しいインターネット・電話に関わるトラブルに
ワンストップで対応します。またご契約を一本化することで、
お支払いの業務も軽減できます。

リコー ひかりならこんなに便利！
今まで

お客様

電 話回 線

お問い合わせ・保守ご依頼・ご請求

「リコー ひかり」なら

回 線
インターネット

電 話

お客様

お問い合わせ・保守ご依頼・ご請求

インターネットのコスト削減
リコー ひかりならこんなにおトク！

さらに電話もセットで、まるごとおトクに

リコー商品とのワンストップソリューションで、ラクラクＩＴ活用
〈ワンストップソリューション例〉

パソコン1～30台でインターネット・LAN導入～活用に手間をかけた
り時間を割く面倒は、すべてリコーにお任せ。お客様は本来業務に注
力しながら、ネットワークのメリットをビジネスに活かせます。

ネットワークの脆弱性対策と、ビジネスの競争力アップの両立をお
求めのお客様に、リモートとオンサイトによるベストなサービスを、
ワンストップでご提供します。

リコー ひかり＋リコー商品でもっと便利！

お客様にぴったりの便利！おトク！な
「リコー ひかり」をお選びください。

＊1 スタンダードメニューをご利用の場合 ＊2 オプション 

ビジネスのベースとなるインターネット・電話の回線を見直して、業務の効率化とコスト削減をはかりませんか?

「リコー ひかり」は、光回線とISP＊1・ひかり電話＊2を便利なワンストップサービス・おトクな料金でご提供。

リコージャパンならではのワンストップソリューションもご提供し、お客様のビジネスをご支援します。

ビジネスメリットの
大きい光回線を
新しく利用したい。

スタンダードメニュー
便利でおトクな
光回線サービス＋ISP（インターネット接続サービス）

フレッツ光を利用しているが
もっと手間やコストを
減らしたい。

アクセスメニュー
簡単手続きで切り替え、便利でおトクな光回線サービス
現在ご利用中のISPでインターネットにアクセス

ワンストップ対応
全国に422のサービス拠点

約4,700名の技術者
（2017年4月現在）

コールセンターによるスピーディーなワン
ストップ対応と、数多くの専門スタッ
フ・技術者による、全国均一の強力な
サポート体制を構築しています。

例1

例2

お客様オフィス
LAN

NETBegin
BBパック Next

光回線サービス「リコー ひかり」

UTMプランor ルータープラン
or ワイヤレスプラン 

お客様オフィス
リモートネットワークサービス

光回線サービス「リコー ひかり」

＋
ITKeeper NETBegin BBパック Next
　リコー ひかり【アクセスメニュー】

インターネット・LANの導入~活用を、まるごとお任せ

ITKeeper リモートネットワークサービス
　リコー ひかり【スタンダードメニュー】＋

セキュアかつ利便性の高いネットワーク活用をスタート

【光回線サービス】
リコー ひかり アクセス ファミリータイプ

月額4,600円

【インターネット接続サービス】
NETBegin BBパック Select シンプルメニュー

インターネット接続サービス for フレッツ光
月額1,500円 

【光回線サービス】
リコー ひかり アクセス ファミリータイプ R割

月額4,300円

【インターネット接続サービス】
NETBegin BBパック Select シンプルメニュー

インターネット接続サービス for フレッツ光
月額1,500円 

●同時利用でＲ割・ダブルR割適用となる商品については、販売担当者にご確認ください。
※料金はすべて消費税別

NTT東日本・NTT西日本

600円/月おトク！（NTT東日本エリア）

800円/月おトク！（NTT西日本エリア）
月額6,700円

（NTT東日本エリア）

月額6,900円
（NTT西日本エリア）

合計

月額6,100円合計 月額5,800円合計

【光回線サービス】
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ

月額5,200円(NTT東日本) 月額5,400円(NTT西日本)

【インターネット接続サービス】
NETBegin BBパック Select シンプルメニュー

インターネット接続サービス for フレッツ光
月額1,500円 

さらに300円/月おトク！

〈毎月の基本料金〉 電話７cｈ４番号ご利用の場合＊ 

15,690円

〈毎月の通話料金〉 ひかり電話サービスから発信した場合

県内・市外
8円/3分

 最大
 80%OFF！

 最大
 90%OFF！

県外
8円/3分

 最大
 20%OFF！

携帯電話
48円/3分

 最大
 85%OFF！

国際電話
27円/3分

市内・県内・県外どこにかけても同じ通話料8円/3分

※料金はすべて消費税別（比較料金は2017年9月現在のものです。）

毎月の通話料金がおトク
市内・県内・県外にかけることが多い
お客様はおトク

リコー ひかり R割なら
対象のリコー商品＋「リコー ひかり」の同時利用で適用できる割引プラン

ワンストップ
❶ 導入・設定
❷ 設定変更
❸ 状況監視
❹ コールセンター・
　 保守

ワンストップ
❶ 導入・設定 
❷ 変更・拡張
❸ 状況監視
❹ コールセンター・
　 保守

安価で手軽に
光回線の利用を始めたい。

電話代を減らして
コストを削減したい。

光回線の障害による
業務停止の不安を解消したい。

インターネット

インターネット

●ひかり電話サービス オフィスA
 

7,400円月額8,290円のコストダウン

※基本料金にナンバー表示・着信転送を含む7つの付加サービス込

【3番号追加】
 

300円（100円×3）
 

 

インター
ネット

スタートファミリータイプ
戸建て向け、スタンダードメニュー／アクセスメニュー
基本料金がおトクな、2段階定額サービス

New

ひかり電話サービス
電話も便利でおトクに
ワンストップですべてお任せ

オプションメニュー

New

お客様の業務を、いつでもしっかりサポート
故障受付時間延長
オプションメニュー

New

● 対象のリコー商品と「リコー ひかり」「ひかり電話サービス」の同時利用で
　 光回線をさらに値引き（ダブルR割）

【アナログ基本料金】2,500円（1ch 1番号） 
【ISDN基本料金】10,590円（2ch1番号）×3

【ナンバー・ディスプレイ】1,800円
【ボイスワープ】 800円 【基本料金】1,100円（1ch1番号）

【6ch追加】6,000円（1,000円×6）



＊ ch（チャネル）とは、電話やFAXなどを同時にご利用可能になる通信サービスワンストップサービス・
全国保守・ご請求一本化で、

ＩＴ安心活用・業務の軽減
切り分けが難しいインターネット・電話に関わるトラブルに
ワンストップで対応します。またご契約を一本化することで、
お支払いの業務も軽減できます。

リコー ひかりならこんなに便利！
今まで

お客様

電 話回 線

お問い合わせ・保守ご依頼・ご請求

「リコー ひかり」なら

回 線
インターネット

電 話

お客様

お問い合わせ・保守ご依頼・ご請求

インターネットのコスト削減
リコー ひかりならこんなにおトク！

さらに電話もセットで、まるごとおトクに

リコー商品とのワンストップソリューションで、ラクラクＩＴ活用
〈ワンストップソリューション例〉

パソコン1～30台でインターネット・LAN導入～活用に手間をかけた
り時間を割く面倒は、すべてリコーにお任せ。お客様は本来業務に注
力しながら、ネットワークのメリットをビジネスに活かせます。

ネットワークの脆弱性対策と、ビジネスの競争力アップの両立をお
求めのお客様に、リモートとオンサイトによるベストなサービスを、
ワンストップでご提供します。

リコー ひかり＋リコー商品でもっと便利！

お客様にぴったりの便利！おトク！な
「リコー ひかり」をお選びください。

＊1 スタンダードメニューをご利用の場合 ＊2 オプション 

ビジネスのベースとなるインターネット・電話の回線を見直して、業務の効率化とコスト削減をはかりませんか?

「リコー ひかり」は、光回線とISP＊1・ひかり電話＊2を便利なワンストップサービス・おトクな料金でご提供。

リコージャパンならではのワンストップソリューションもご提供し、お客様のビジネスをご支援します。

ビジネスメリットの
大きい光回線を
新しく利用したい。

スタンダードメニュー
便利でおトクな
光回線サービス＋ISP（インターネット接続サービス）

フレッツ光を利用しているが
もっと手間やコストを
減らしたい。

アクセスメニュー
簡単手続きで切り替え、便利でおトクな光回線サービス
現在ご利用中のISPでインターネットにアクセス

ワンストップ対応
全国に422のサービス拠点

約4,700名の技術者
（2017年4月現在）

コールセンターによるスピーディーなワン
ストップ対応と、数多くの専門スタッ
フ・技術者による、全国均一の強力な
サポート体制を構築しています。

例1

例2

お客様オフィス
LAN

NETBegin
BBパック Next

光回線サービス「リコー ひかり」

UTMプランor ルータープラン
or ワイヤレスプラン 

お客様オフィス
リモートネットワークサービス

光回線サービス「リコー ひかり」

＋
ITKeeper NETBegin BBパック Next
　リコー ひかり【アクセスメニュー】

インターネット・LANの導入~活用を、まるごとお任せ

ITKeeper リモートネットワークサービス
　リコー ひかり【スタンダードメニュー】＋

セキュアかつ利便性の高いネットワーク活用をスタート

【光回線サービス】
リコー ひかり アクセス ファミリータイプ

月額4,600円

【インターネット接続サービス】
NETBegin BBパック Select シンプルメニュー

インターネット接続サービス for フレッツ光
月額1,500円 

【光回線サービス】
リコー ひかり アクセス ファミリータイプ R割

月額4,300円

【インターネット接続サービス】
NETBegin BBパック Select シンプルメニュー

インターネット接続サービス for フレッツ光
月額1,500円 

●同時利用でＲ割・ダブルR割適用となる商品については、販売担当者にご確認ください。
※料金はすべて消費税別

NTT東日本・NTT西日本

600円/月おトク！（NTT東日本エリア）

800円/月おトク！（NTT西日本エリア）
月額6,700円

（NTT東日本エリア）

月額6,900円
（NTT西日本エリア）

合計

月額6,100円合計 月額5,800円合計

【光回線サービス】
フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ

月額5,200円(NTT東日本) 月額5,400円(NTT西日本)

【インターネット接続サービス】
NETBegin BBパック Select シンプルメニュー

インターネット接続サービス for フレッツ光
月額1,500円 

さらに300円/月おトク！

〈毎月の基本料金〉 電話７cｈ４番号ご利用の場合＊ 

15,690円

〈毎月の通話料金〉 ひかり電話サービスから発信した場合

県内・市外
8円/3分

 最大
 80%OFF！

 最大
 90%OFF！

県外
8円/3分

 最大
 20%OFF！

携帯電話
48円/3分

 最大
 85%OFF！

国際電話
27円/3分

市内・県内・県外どこにかけても同じ通話料8円/3分

※料金はすべて消費税別（比較料金は2017年9月現在のものです。）

毎月の通話料金がおトク
市内・県内・県外にかけることが多い
お客様はおトク

リコー ひかり R割なら
対象のリコー商品＋「リコー ひかり」の同時利用で適用できる割引プラン

ワンストップ
❶ 導入・設定
❷ 設定変更
❸ 状況監視
❹ コールセンター・
　 保守

ワンストップ
❶ 導入・設定 
❷ 変更・拡張
❸ 状況監視
❹ コールセンター・
　 保守

安価で手軽に
光回線の利用を始めたい。

電話代を減らして
コストを削減したい。

光回線の障害による
業務停止の不安を解消したい。

インターネット

インターネット

●ひかり電話サービス オフィスA
 

7,400円月額8,290円のコストダウン

※基本料金にナンバー表示・着信転送を含む7つの付加サービス込

【3番号追加】
 

300円（100円×3）
 

 

インター
ネット

スタートファミリータイプ
戸建て向け、スタンダードメニュー／アクセスメニュー
基本料金がおトクな、2段階定額サービス

New

ひかり電話サービス
電話も便利でおトクに
ワンストップですべてお任せ

オプションメニュー

New

お客様の業務を、いつでもしっかりサポート
故障受付時間延長

オプションメニュー

New

● 対象のリコー商品と「リコー ひかり」「ひかり電話サービス」の同時利用で
　 光回線をさらに値引き（ダブルR割）

【アナログ基本料金】2,500円（1ch 1番号） 
【ISDN基本料金】10,590円（2ch1番号）×3

【ナンバー・ディスプレイ】1,800円
【ボイスワープ】 800円 【基本料金】1,100円（1ch1番号）

【6ch追加】6,000円（1,000円×6）



このカタログの記載内容は、2018年9月現在のものです。 1603PH-1809＜34221151＞4/P

http://www.ricoh.co.jp/solution/hikari

＊対象商品は、販売担当者にご確認ください。

簡単に、はじめる。
快適に、つながる。

インターネットと電話のビジネス活用を、
もっと便利に！ もっとおトクに！

対象のリコー商品＊と「リコー ひかり」（R割）「ひかり電話サービス」（ダブルR割）の同時利用でご提供する割引プラン
〈R割〉〈ダブルR割〉でおトク！

＋光回線サービス ISP（インターネット接続サービス）

アクセスメニュー

これから新しく光回線をご利用のお客様
※NETBegin BBパック Select・NETBegin BBパック Next・ネットワークセキュリティパックをご利用の場合、 アクセスメニューへのお申し込みになります。

光回線サービス

※NTT の「フレッツ光」「B フレッツ」から「リコーひかり」への「転用」により、簡単手続きで切り替えられます。転用に伴う手数料は無料です。

現在、NTTのフレッツ光・Bフレッツをご利用中のお客様
ご利用中のISPでインターネットにアクセス

スタンダードメニュー
お客様に最適な光回線サービスをご提供

オプションメニュー

ひかり電話サービス

規模・業務に合わせた、
ひかり電話サービスを選択可能 メニュー名

追加番号 100円 100円 100円 100円

主な付加
サービス

ナンバー表示 400円
着信転送 500円

ナンバー表示 1,200円
着信転送 500円

着信転送/ナンバー表示/ナンバーリクエスト/
グループ通話定額/着信拒否/

高音質電話/
データコネクトの付加サービス込み

ナンバー表示/通話中着信通知/着信転送/
ナンバーリクエスト/着信拒否/

着信お知らせメールの付加サービスと
3時間相当の電話料金込み

追加ｃｈ 200円（最大2ch） 200円（最大2ch） 400円 1,000円

月額基本料 500円 1,500円 1,300円 1,100円
契約数 1ch1番号～2ch5番号 1ch1番号～2ch5番号 3ch1番号～8ch32番号 1ch1番号～32ch7000番号

ひかり電話サービス ひかり電話サービスＡ ひかり電話サービス
オフィスタイプ＊

ひかり電話サービス
オフィスＡ＊

＊「リコー ひかり スタートファミリータイプ」ではご利用いただけません。 ※料金はすべて消費税別

リコー ひかりを使った、
固定電話サービスです。

土日や夜間に故障が起きたら・・・
故障対応まで長時間かかることも

基本メニュー

現地手配2

17時まで現地対応3

リコージャパン お客様

故障連絡1

18時まで受付

平日のみ  8:30～18:00 
故障受付時間延長

土日や夜間に故障が起きても・・・
いつでも故障対応!

お客様リコージャパン

故障連絡1

現地手配2

24時間受付

24時間現地対応3

土・日・休日もOK、24時間対応

〈月額利用料金〉　ファミリータイプ 3,000円／月　マンションタイプ 2,000円／月　※料金はすべて消費税別

万一の回線トラブルに、24時間365日
安心保守サポートします。

オプションメニュー

故障受付時間延長

24時間いつでも安心サポート

電話でのご利用が多く、
インターネット利用が少なめの
お客様は、コスト削減が
可能になります。

スタート
ファミリータイプ

（戸建て向け）

手軽に始める2段階定額プラン スタンダードメニュー

通信量3,040MB 10,040MB

スタートファミリータイプ 上限定額
〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉

6,100円

スタートファミリータイプ 基本料金
〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉
スタートファミリータイプ 基本料金

〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉

4,400円 使った分
だけ

お支払い
少なければ
低コスト

データ通信量が
増えた月も、

上限があり安心

スタンダードメニュー

料金100MB単位で
従量課金

従量制部分

ファミリータイプ 定額料金
〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉

5,800円

スタンダードメニュー

スタンダードメニュー

料
金

通信量3,040MB 10,040MB

ファミリータイプ 定額料金
〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉

4,600円

スタートファミリータイプ 基本料金
〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉

3,300円 使った分
だけ

お支払い
少なければ
低コスト

データ通信量が
増えた月も、

上限があり安心

スタートファミリータイプ 上限定額
〈NTT東日本エリア・NTT西日本エリア共通〉

5,000円

アクセスメニュー

アクセスメニュー

アクセスメニュー

料
金

料金100MB単位で
従量課金

従量制部分

アクセスメニュー

参考：3,040MB = 動画: 約16時間/月ホームページ:約2,000ページ/月※動画は3MB/分、ホームページは1.5MB／ページの場合。実際のご利用時には異なる場合があります。
※料金はすべて消費税別 ※「スタートファミリータイプ」では、「ひかり電話サービス オフィスタイプ」「ひかり電話サービス オフィスA」はご利用いただけません。 ※R割およびダブルR割りは、適用外となります。

＊対象となるリコー商品は、販売担当者にご確認ください。

New

New

New リコー ひかり
ひかり電話サービス

オプションメニュー
故障受付時間延長

オプションメニュー

光回線サービス インターネット接続サービス
プロバイダサービス／メールアドレス

オンサイト対応障害切り分け
故障受付

関連工事

リコージャパンの光回線サービス

リコー ひかり

※記載の内容は予告なく変更させていただく場合があります。 ※この印刷物に記載の全商品の価格および料金には、
消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。 ※詳しい内容・制約条
件などについては、販売担当者にご確認ください。 ※フレッツ光、Bフレッツ、フレッツ 光ネクスト、ナンバー・ディスプレ
イおよびボイスワープは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 ※その他、記載
の会社名および製品名は、各社の商号、商標または登録商標です。

リコー ひかり 検索詳しくは


