hi-ho ひかり利用規約
第 1 条（本規約の適用）
この利用規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社ハイホー（以下「当社」といいます）が提供する「hi-ho ひか
り」（以下「本サービス」といいます）をご利用いただくに当たり、本サービスの契約者（以下「契約者」といいます）と
当社との間の本サービス提供に係るすべての関係に適用されるものとします。

第 2 条（hi-ho 個人会員規約との関係）
本規約は、hi-ho 個人会員規約の一部を構成するものとし、本規約に規定されていない事項については、hi-ho 個
人会員規約を適用するものとします。また本規約と hi-ho 個人会員規約が異なる規定をなした場合は、その規定に
限り、本規約を優先して適用するものとします。

第 3 条（本サービスの内容）
本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」といいます）または西日本電信電話株式会
社（以下「ＮＴＴ西日本」といい、また「ＮＴＴ東日本」と総称して「ＮＴＴ」といいます）から光コラボレーションモデルとし
て提供を受ける卸電気通信役務を利用した光アクセスサービス（インターネットプロトコルによる相互通信及び動
的に割り当てるインターネットネット接続サービス）並びに当該役務を利用した光 IP 電話サービス(付加サービスを
含みます。) を hi-ho ひかり電話として提供するサービスとします。なお、本サービスの各プランの内容については、
別紙の定めに従うものとします。

■hi-ho ひかり
光コラボレーションモデル提供エリア及び提供回線品目
サービスタイプ

hi-ho ひかり
ファミリーコース

東日本エリア

西日本エリア

回線速度

フレッツ 光ネクスト/ファミリータイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリータイ
プ

最大 100Mbps

フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ハイス
ピードタイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ハ
イスピードタイプ

最大 200Mbps

フレッツ 光ネクスト/ギガファミリー・
スマートタイプ

フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ス
ーパーハイスピードタイプ 隼

最大１Gbps

フレッツ 光ネクスト/ファミリー・ギガラ
インタイプ
フレッツ 光ネクスト/マンションタイプ

フレッツ 光ネクスト/マンションタ
イプ

最大 100Mbps

フレッツ 光ネクスト/マンション・ハイ
スピードタイプ

フレッツ 光ネクスト/マンション・
ハイスピードタイプ

最大 200Mbps

hi-ho ひかり
マンションコース

最大１Gbps

hi-ho ひかり
マンションコース

フレッツ 光ネクスト/ギガマンション・
スマートタイプ

フレッツ 光ネクスト/マンション・ス
ーパーハイスピードタイプ 隼

フレッツ 光ネクスト/マンション・ギガ
ラインタイプ

最大１Gbps

最大１Gbps

■hi-ho ひかりオプション
サービス名

サービス概要
基本サー
ビス

当社が NTT から光コラボレーションモデルとして提供を受ける光 IP 電
話サービスを提供するもの

発信元番号表示

発信者の電話番号を電話機等のディスプレイに
表示する機能を提供するもの

非通知番号ブロック

電話番号を通知しない発信者に対して音声ガイ
ダンスを流して電話番号の通知を要求する機能
を提供するもの

割り込み電話着信

通話中に別の発信者から着信があった場合に、
最初の発信者との通話を保留にし、後発の発信
者との通話を可能にする機能を提供するもの

迷惑電話ブロック

迷惑電話登録を行った番号から着信があった場
合に、発信者に対して音声ガイダンスを流して着
信を拒否する機能を提供するもの

hi-ho ひかり電話
付加サー
ビス

hi-ho ひかりテレビ

hi-ho ひかり
リモートサポートサービス

NTT の光回線を利用した転送サービス、スカパーJSAT のテレビコンテンツの 2 つの
サービスを「hi-ho ひかり テレビ」として 1 つのサービスで提供するもの
「hi-ho ひかり オンラインパソコン教室」に定めるカリキュラム及び、「hi-ho ひかりリモ
ートサポートサービスオプション」（サポート対象機器、ソフトウェア及びサービスとサ
ポート範囲）に定める機器、ソフトウェア及びサービスを提供するもの

第 4 条（本サービス利用にあたっての条件）
1. 契約者は、本サービスを利用するためには、当社が別途定める「hi-ho 個人会員規約」に基づく契約を締
結することを条件とします。なお、既にこれらの契約を締結済みの場合は、新たに締結し直す必要はあり
ません。
2. 本サービスの提供区域は、当社が別途指定するものとします。
3. 本サービスの契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的なものであり、また、当該
インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用して本サービスを利用
することはできません。
4. 本サービスにおいて利用する回線は、当社を経由して新設する他、契約者と NTT との契約において敷設
が完了した光ネクスト回線（以下「既設回線」とします。）を当社の定める条件のもとに、転用することがで
きます。

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

既設回線を本サービスにおいて利用する回線に転用する場合にあっては、以下の条件が適用されます。
(i)
既設回線に係る NTT の契約者と、本サービスに係る当社サービス契約の契約者が同一で
ある必要があります。
(ii)
NTT から取得した既設回線に係る転用承諾番号の有効期限について、当社が別途指定す
る日数以上の残日数がある必要があります。
(iii)
本サービスに係る当社サービス利用の新規申込を行う場合にあっては、当該新規申込と同
時に、転用承諾番号を当社に通知する必要があります。
hi-ho ひかり電話の利用には、以下の条件が適用されます。
(i)
契約者は、hi-ho ひかり電話の付加サービスの利用にあたり、当社の定める条件のもとに、
IP 電話番号のポータビリティ制度（電話番号を変更することなく、IP 電話サービスの提供を
受ける事業者を変更することをいい、以下「LNP」とします。）による転入又は転出を行うこと
ができます。
(ii)
hi-ho ひかり電話の付加サービス「非通知番号ブロック」を利用するには、hi-ho ひかり電話
の付加サービス「発信元番号表示」の利用の申込が必要です。
(iii)
hi-ho ひかり電話の付加サービス「発信元番号表示」を利用するには、発信元番号表示対
応の電話機が必要です。
LNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(i)
転入元事業者の契約者と、hi-ho ひかり電話に係る当社サービス契約の契約者が同一で
ある必要があります。
(ii)
対象となる回線に係る転入元事業者との契約を解除又は利用休止していただく必要があり
ます。
(iii)
hi-ho ひかり電話の申込と同時に LNP 手続きを行う必要があります。
契約者は、当社が指定する貸与機器(回線終端装置、その他当社が貸与機器として指定する物品をいい
ます。以下本別紙において同じとします。)以外の通信手段を用いた本サービスの利用、及び本サービス
において当社が指定する PPPoE 接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとしま
す。
hi-ho ひかり電話の付加サービス「発信元番号表示」を利用するには、発信元番号表示対応の電話機が
必要です。
hi-ho ひかり テレビをご利用いただくには、端末設備等を契約者の宅内に設置する必要があります。ま
た、地上デジタル／BS デジタル放送のご視聴には、地上デジタル／BS デジタル対応テレビまたはチュー
ナーが必要となります。
契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i)
当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニア
リングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii)
当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(iii)
貸与機器を日本国外に持ち出さないこと
(iv)
貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(i)
本サービスに係る hi-ho とのサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii)
前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通
知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復
に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとし
ます。
契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支
払うものとします。
亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により
当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとしま
す。

18. 契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三
者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。) しては
ならないものとします。
19. 本サービスの利用料に係る消費税が免税扱いとなる大使館、領事館、在日米軍等は、本サービスを申し
込むことができません。
20. 本サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(i)
回線品目（提供エリア及び回線終端場所の変更を伴わない場合に限ります。また、変更後
の回線品目に応じて自動的に料金プランが変更される場合があります。）
(ii)
回線終端場所（提供エリアの変更を伴わない場合に限ります。また、変更後の回線終端場
所に応じて自動的に料金プラン及び回線品目が変更される場合があります。）
(iii)
hi-ho ひかり電話の追加及び削除
(iv)
hi-ho ひかり電話における付加サービスの追加及び削除
21. 本サービスにおいて、契約者からの解除が効力を有する日は、次のとおりです。
(i)
本サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知後、本サービスにお
いて利用する回線の廃止日として当社が NTT から指定を受ける日とします。
(ii)
hi-ho ひかり電話において、契約者が、転入先事業者に対し LNP による転出を通知し、当
社が NTT より当該事実に関する通知を受領した場合は、hi-ho ひかり電話及び hi-ho ひ
かり電話の付加サービスの削除を通知したものとみなされます。
第 5 条（本サービスの利用申込み）
1. 本サービスの利用希望者は、本サイト上で、当社所定の方法に従って本サービスを申し込むものとしま
す。
2. 本サービスの利用希望者が、本サイト上で、本サービスの利用を申し込むことに「同意する」を選択した
時点で、本サービスの利用希望者は、hi- ho 個人会員規約および本規約を承諾したものとみなします。
3. 本サービスで当社が提供していない付加サービスで、NTT が提供する付加サービスについては利用を希
望する場合、本サービスの利用希望者が直接ＮＴＴに申し込むものとします。
第 6 条（本サービスの利用契約の成立）本規約に基づく契約者と当社との契約は、前条に定める本サービス利
用希望者の同意に基づき、当社がその利用希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立する
ものとします。ただし、hi-ho 個人会員規約に基づく当社との契約が成立しなかった場合、本規約に基づく契約者
と当社との契約は、その効力を失うものとします。
第 7 条（諸規定等）当社が本サイト上に定める利用条件、利用方法、利用料金、その他本サービスに関する規定
（以下総称して「諸規定等」といいます）は、本規約の一部を構成するものとします。なお、本規約の定めと諸規程等
の定めが異なる場合は、諸規定等の定めが優先して適用されるものとします。
第 8 条（利用料金）
1. 当社が提供する本サービスには以下の料金がかかります。本サイトに別途定める通りとします。
(i)
初期費用
(ii)
月額利用料（本サービスおよび本サービスで利用できる付加サービス等）
(iii)
ユニバーサルサービス料
(iv)
機器利用料
(v)
工事費用
(vi)
解約手数料
2. 契約者は、当社が提供する hi-ho 関連サービスの利用料金を、当社所定の方法に従って、当社に支払う
ものとします。
3. 当社が本サービスにおいて提供しない付加サービスで NTT が直接提供する付加サービスの利用料金に
ついては、直接 NTT から請求されるものとします。
4. NTT の責めに帰すべき事由により、NTT 及び NTT が別途定める協定事業者の電気通信サービスを全く
利用し得ない状態が生じた場合において、その補償を当社が NTT 及び NTT が別途定める協定事業者
から受けた場合は、契約者に対し当該補償額を均等に返還します。

第 9 条（サービス利用情報等の開示）契約者は、当社が本サービスを契約者に提供するにあたり、以下の情報をＮ
ＴＴおよびサービス提供に必要な他の事業者にとの間で開示することについて、あらかじめ承諾することとします。
1. 契約者による本サービスの利用情報（付加サービス利用料、機器利用情報等を含む）
2. 契約者の本サービスに係る異動（廃止、移転、名義変更等）の事実
3. 契約者による本サービスの利用情報
4. その他本サービスの提供に必要な範囲における契約者に係る本サービスに関する情報
第 10 条（接続環境の維持）
1. 契約者は、本サービスの利用に必要な端末設備等を自らの責任と費用負担において準備するものとしま
す。
2. 前項の端末設備等以外、本サービスを利用するために必要なその他の機器、ソフトウェア等の利用に要
する費用は契約者の負担とします。
3. 契約者は、本サービスの利用に支障を与えないために、端末設備等その他本サービスを利用するために
必要な機器、ソフトウェア等を、正常に稼動するように自らの責任において維持・管理するものとします。
4. 前項にもかかわらず、当社が本サービスにおいて定める通信速度は、最高時のものであり、接続状況、契
約者が保有する機器、ソフトウェア等の環境、その他理由により変化するものであることを、契約者は承諾
するものとします。なお、当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものと
します。
第 11 条（本サービス利用契約の解除）
1. 契約者は、当社所定の手順・方法に基づいて、本サービスの利用契約または本規約に基づく契約者と当
社との契約部分を解除することができます。ただしこの場合、次条に定める解約手数料がある場合は、そ
の支払義務を負うものとします。
2. 前項に基づき、本規約に基づく契約者と当社との契約部分が解除された場合は、当社との hi-ho 個人会
員規約に基づく hi-ho のその他サービスの利用に関する契約は依然有効に存続します。
第 12 条（解約手数料）本サービスの提供にあたり、当社が別途定める、キャンペーンその他に基づき契約の途中
解除に対する解約手数料の規定を設けた場合、契約者が自己の都合に基づき当該契約を途中解除する場合は、
所定の解約手数料を支払うものとします。
第 13 条（本サービスの変更、廃止）
1. 当社は、相応なる予告期間をもって、当社所定の方法（本サイトへの掲示を含みます）により契約者に通
知することにより、本サービスの変更または廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項による本サービスの変更または廃止については、当社の故意または重大なる過失に基づく
場合を除き、契約者に対して一切責任を負わないものとします。
第 14 条（その他）
1. （問合せ窓口）
本サービスの利用にあたり、NTT が直接提供する付加サービスに関する問合せは、ＮＴＴが受け付けるも
のとし、本サービスの内容に関する問合せは、当社が受け付けるものとします。
2. （本規約の変更）当社は、相応なる予告期間をもって、本サイト上への掲示により契約者に通知することに
より、本規約および諸規定等を変更できるものとします。
附則：本規約は、2015 年 3 月 2 日より効力を有するもの
改訂日：2021 年 1 月 1 日

別紙
1.

hi-ho ひかりサービス詳細

料金表（サービスの内容は、第 3 条本サービスの内容について欄もご参照ください。）
【プロバイダがセットになったプラン】
サービスの種類

区分

月額利用料

単位

hi-ho ひかり ファミリーコース

戸建向け

4,950 円（税込 5,445 円）（一律）

1 契約あたり

hi-ho ひかり マンションコース

集合住宅向け

3,750 円（税込 4,125 円）（一律）

1 契約あたり

※割引やキャンペーンによって月額利用料が変更となる場合がございます。

■hi-ho ひかり（ファミリー/マンション）コース 最低利用期間/解約手数料
hi-ho ひかり （ファミリー/マンション）コースは、ご利用開始日から、起算して 2 年間が最低利用期間となり、解約の
お申し出がない場合、さらに 2 年間の契約として自動更新されます。最低利用期間の満了前（満了日を含む）に、
hi-ho を退会もしくは hi-ho ひかり各コースからコース変更された場合、解約手数料として 10,000 円（不課税）を請
求させていただきます。最低利用期間ご利用後は、解約手数料は発生いたしません。

2.

hi-ho ひかりオプション

料金表（サービスの内容は、第 3 条本サービスの内容について欄もご参照ください。）
サービス名

月額利用料

hi-ho ひかり電話※

hi-ho ひかり電話オ
プション

500 円（税込 550 円）
発信元番号表示

400 円 （税込 440 円）

非通知番号ブロック

200 円 （税込 220 円）

割り込み電話着信

300 円 （税込 330 円）

迷惑電話ブロック

200 円 （税込 220 円）

hi-ho ひかりテレビ

750 円 （税込 825 円）

hi-ho ひかりリモートサポートサービス

500 円 （税込 550 円）

※別途 hi-ho ひかり電話対応機器利用料、通話料が発生致します。

