
お客様のワークスタイルに合わせてお選びください。
３ コースつの

DenDen64はNTT「フレッツ光」の認定「コラボ光」です。
ワークスタイルの変革 /テレワークに必要な

でご利用いただけます。

で 高品質高速
低価格

なインターネットを

インターネット高速コース
混雑のない快適な光インターネットを利用可能

4,500円 5,500円 7,500円月額

8,000円月額

2,500円月額

光回線とプロバイダーがセット
になりリーズナブルとなります。
サポートも一元管理となり、お
問い合わせも便利です。トラブ
ルも心配ご無用です！

ここがオススメ！

詳しいご説明・資料をご希望の方はお気軽にご相談ください

※価格は全て税抜です。
セキュリティー充実オプションとクラウドテレワークオプションは、インターネット高速コースの追加サービスとしてお申し込みいただけます。同時に2つのオプションをご利用いただくことも可能です。

セキュリティー充実オプション
インターネット高速コースに加え、 PC ・ スマホの

一元管理が可能なツールを搭載。 (5 ユーザーまで )

「どのPCで」「誰が」「いつ」「ど
んな操作をしたか」 PC の利用状
況の把握や紛失対策、AI による
ウイルス対策など、多くの機能
を搭載しています。

ここがオススメ！

クラウドテレワークオプション
クラウド ・ DX 化に必要なサービスであるクラウド電話

/ FAX / ファイルサーバーなどをセットでご提供！！

ビジネスホンやFAX 複合機、NAS をリースするのはもう古い !!

クラウド ・ DX 化に必要なサービスであるクラウド電話

/ FAX / ファイルサーバーなどをセットでご提供！！

ビジネスホンやFAX 複合機、NAS をリースするのはもう古い !!

初期費用について

NTT東日本・西日本エリア対応

サービス内容︓プロバイダー（マッハ 881）　Microsoft365 クラウド電話 /FAX   ※ユーザーには別途 Microsoft365 が必要

電話もFAXもファイルサーバー
もクラウド化したい方におすす
めのセットです。テレワークで
も、いつでも、どこでも利用で
きる安心なアプリが欲しいなら
こちら。

ここがオススメ！

サービス内容︓コラボ光「DenDen64」回線とマッハ 881 プロバイダーがセットになったプランです。

サービス内容︓プロバイダー（マッハ 881）LanScope クラウド

なら選べる

高速快適なインターネット回線です。
ITサポートセンタータッチは、東日本電信電話株式会社・
西日本電信電話株式会社のコラボ光として認定されています。

NTTフレッツ光
コラボレーション事業者

回線工事にかかる費用は、お申し込み内容によって異なります。工事が必要な場合は、事前に工事予定日と回線工事費をご案内します。
工事にお伺いした際に、建物の設備状況（配線方式）やご利用環境、屋内配線（保安器もしくはMDF等から差込口まで）工事の有無により工事費総額が変わる場合があります。
既存設備が利用できない場合、新たな配管設備等のご用意をお願いしたり、別途有料での工事を行う場合があります。
現地の工事状況により、工事費総額に加えて、追加料金が発生する場合があります。

タッチ　クラウド

マンションコース ファミリーコース 固定 IPコース

DenDen64で経費削減！

で ん で ん む し

＋

＋



1.ご契約者様情報 ご記入日

フリガナ

□　法人

□　個人

電話番号

フリガナ E-mailアドレス

フリガナ

〒

フリガナ

〒

2.工事希望日

月　 日　 月　 日　 月　 日　

□いつでもよい（最短希望日時）　□９時～１２時　□１３時～１７時　　

※NTTより工事前日又は当時に、現地到着時間の連絡があります。

※ 工事希望日は３週間程度先の日時でお申込ください。最短工事日がそれよりも先の日付になる場合もあります。ご了承ください。

3.基本初期費用

※1 NTTや他社光コラボとは別に、当社に必ずかかる費用。　

4.ご利用区分

※工事費(派遣工事の場合15,000円、無派遣工事の場合2,000円、その他は別途お見積もり)が必要となります。

※2 現在ご契約中の事業所様へ事前に確認して頂きご記入ください。

【転用承諾番号のお申し込み先】0120-140-202（受付時間 9:00～17:00　土日・祝日も営業（年末年始を除く））

【事業者変更承諾番号のお申し込み先】現在ご契約している光コラボ業者となりますので、光コラボ業者へお問い合わせください。

※3 NTTからの開通のお知らせのCAFから始まる番号です。

5.ご利用サービス　（※プロバイダー「MACH881」料金込み）

6.NTTの回線種別を下記の中から選択ください。

□　フレッツ光ライト（マンション） □　フレッツ光ライト（ファミリー）

□　 フレッツ光ネクスト・ギガマンション・スマートタイプ/マンションギガラインタイプ □　 フレッツ光ネクスト・ギガファミリースマートタイプ/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・ハイスピードタイプ（NGN） □　フレッツ光ネクスト・ファミリー・ハイスピードタイプ（NGN）

※フレッツ光クロス（IPv6）は別途御相談

7.追加オプションの選択　　※オプションをご希望される場合は、下記よりお選びください。

※4 超過した通話料は8円/3分。ナンバー・ディスプレイ、迷惑電話お断りサービス付き。

※5 申し込み内容に不備があるなどで、弊社から調査・確認事項が生じてしまった場合

※6 開通後、ネットにつながらないなどのトラブル対応もお任せいただけます。

※ フレッツ光ご契約者さまに確認または同意いただく必要事項　https://flets-w.com/collabo/pdf/pdf_no02.pdf  

２４時間出張修理オプション利用料（戸建向け） +３,０００円/月

２４時間出張修理オプション利用料（集合向け） +２,０００円/月

TEL：050-1801-8355　FAX：050-3177-0920

Mail : info@touch.co.jp

ITサポートセンター タッチ

お問い合わせ先

ひかり電話　基本プラン　8円/3分      ＋５００円/月

ひかり電話A（エース）480円分の通話料、相手番号表示、転送機能、キャッチホン等のオプション付き　※4 ＋１,５００円/月

クラウドテレワークオプション（電話・FAX・ファイルサーバー） ＋８,０００円/月

コンシェルジュ4（NTTプラン確認・CAF番調査・電話番号取得確認・プロバイダプラン確認）※5 ８,０００円/60分

サポート１（担当サポート1時間当たり）※6 ８,０００円/60分

セキュリティー充実オプション（５ユーザーまでのMDM） ＋２,５００円/月

固定IPコース　　　 □　IPv4　　□　IPv6 ７,５００円

オプション名 料金（税抜）

マンションコース　共同回線　個人　 □　IPv4　　□　IPv6 ４,５００円

ファミリーコース　専有回線　法人　 □　IPv4　　□　IPv6 ５,５００円

コース 月額利用料（税抜）

【新規】新たにフレッツ光回線を申し込みする場合(ひかり電話をご希望の場合は、「7.追加オプション」より選択ください)     ８００円

【転用】フレッツ光を利用している場合から電電虫(光コラボ)へ切り替える場合 １,８００円

【事業者変更】他社光コラボを利用中の場合から事業者を電電虫(光コラボ)へ変更する場合 １,８００円

【転用】

【事業者変更】

の場合

転用承諾番号・事業者変更承諾番号 ※2 CAF番号 ※3

　CAF

区分 料金（税抜）

設置場所

設置場所不動産（　賃貸　・　分譲　）

工事希望日
第一希望 第二希望 第三希望 ※同一日のご希望は

出来かねます

工事希望時間帯

基本初期費用 ※1 コンタクト4（受付・見積もり・工事日・開通） 一式（税抜） ２,０００円

担当者名
（法人の場合）

請求書

送付先

住所

DenDen64東日本利用申込書

　 西暦　20　　　　年　　　　　月　　　　　日

契約者名

本サービスのご利用契約は、「電電虫重要事項説明書」「電電虫契約約款」「「電電虫」のご契約者さまに確認 または同意いただく必要がある事項」に基づき成立するものとします。

　　「電電虫重要事項説明書」「電電虫契約約款」「「電電虫」のご契約者さまに確認 または同意いただく必要がある事項」に同意の上、下記の通り申し込みます。

上記にご同意いただき、□にレ点を入れてください。

ｖ

ｖ



1.ご契約者様情報 ご記入日

フリガナ

□　法人

□　個人

電話番号

フリガナ E-mailアドレス

フリガナ

〒

フリガナ

〒

2.工事希望日

月　 日　 月　 日　 月　 日　

□いつでもよい（最短希望日時）　□９時～１２時　□１３時～１７時　　

※NTTより工事前日又は当時に、現地到着時間の連絡があります。

※ 工事希望日は３週間程度先の日時でお申込ください。最短工事日がそれよりも先の日付になる場合もあります。ご了承ください。

3.基本初期費用

※1 NTTや他社光コラボとは別に、当社に必ずかかる費用。　

4.ご利用区分

※工事費(派遣工事の場合15,000円、無派遣工事の場合2,000円、その他は別途お見積もり)が必要となります。

※2 現在ご契約中の事業所様へ事前に確認して頂きご記入ください。

【転用承諾番号のお申し込み先】0120-553-104（受付時間 9:00～17:00　土日・祝日も営業（年末年始を除く））

【事業者変更承諾番号のお申し込み先】現在ご契約している光コラボ業者となりますので、光コラボ業者へお問い合わせください。

※3 NTTからの開通のお知らせのCAFから始まる番号です。

5.ご利用サービス　（※プロバイダー「MACH881」料金込み）

6.NTTの回線種別を下記の中から選択ください。

□　フレッツ光ライト（マンション） □　フレッツ光ライト（ファミリー）

□　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・ファミリー・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

□　フレッツ光ネクスト・マンション（NGN） □　フレッツ光ネクスト・ファミリー（NGN）

※フレッツ光クロス（IPv6）は別途御相談

7.追加オプションの選択　　※オプションをご希望される場合は、下記よりお選びください。

※4 超過した通話料は8円/3分。ナンバー・ディスプレイ、迷惑電話お断りサービス付き。

※5 申し込み内容に不備があるなどで、弊社から調査・確認事項が生じてしまった場合

※6 開通後、ネットにつながらないなどのトラブル対応もお任せいただけます。

※ フレッツ光ご契約者さまに確認または同意いただく必要事項　https://flets-w.com/collabo/pdf/pdf_no02.pdf  

２４時間出張修理オプション利用料（戸建向け） +３,０００円/月

２４時間出張修理オプション利用料（集合向け） +２,０００円/月

DenDen64西日本利用申込書

　 西暦　20　　　　年　　　　　月　　　　　日

契約者名

上記にご同意いただき、□にレ点を入れてください。

　　「電電虫重要事項説明書」「電電虫契約約款」「「電電虫」のご契約者さまに確認 または同意いただく必要がある事項」に同意の上、下記の通り申し込みます。

本サービスのご利用契約は、「電電虫重要事項説明書」「電電虫契約約款」「「電電虫」のご契約者さまに確認 または同意いただく必要がある事項」に基づき成立するものとします。

担当者名

（法人の場合）

請求書

送付先

住所

区分 料金（税抜）

設置場所

設置場所不動産（　賃貸　・　分譲　）

工事希望日
第一希望 第二希望 第三希望 ※同一日のご希望は

出来かねます

工事希望時間帯

基本初期費用 ※1 コンタクト4（受付・見積もり・工事日・開通） 一式（税抜） ２,０００円

コース 月額利用料（税抜）

【新規】新たにフレッツ光回線を申し込みする場合(ひかり電話をご希望の場合は、「7.追加オプション」より選択ください)     ８００円

【転用】フレッツ光を利用している場合から電電虫(光コラボ)へ切り替える場合 １,８００円

【事業者変更】他社光コラボを利用中の場合から事業者を電電虫(光コラボ)へ変更する場合 １,８００円

【転用】

【事業者変更】

の場合

転用承諾番号・事業者変更承諾番号 ※2 CAF番号 ※3

　CAF

マンションコース　共同回線　個人　 □　IPv4　　□　IPv6 ４,５００円

ファミリーコース　専有回線　法人　 □　IPv4　　□　IPv6 ５,５００円

固定IPコース　　　 □　IPv4　　□　IPv6 ７,５００円

オプション名 料金（税抜）

TEL：050-1801-8355　FAX：050-3177-0920

Mail : info@touch.co.jp

ITサポートセンター タッチ

お問い合わせ先

ひかり電話　基本プラン　8円/3分      ＋５００円/月

ひかり電話A（エース）480円分の通話料、相手番号表示、転送機能、キャッチホン等のオプション付き　※4 ＋１,５００円/月

クラウドテレワークオプション（電話・FAX・ファイルサーバー） ＋８,０００円/月

コンシェルジュ4（NTTプラン確認・CAF番調査・電話番号取得確認・プロバイダプラン確認）※5 ８,０００円/60分

サポート１（担当サポート1時間当たり）※6 ８,０００円/60分

セキュリティー充実オプション（５ユーザーまでのMDM） ＋２,５００円/月
ｖ

ｖ


