家族みんなのくらしをサポートする便利なオプションサービス
特典！月額利用料金
最大２ヶ月無料！

お申し込みいただいたオプションサービスのご利用開始月を含む最大２ヶ月の月額利用料金が無料になります。光回線と
同時にお申し込み、かつお申し込み月を含む１２ヶ月以内にサービスをご利用開始いただいた方が対象となります。オプ
ションサービスの月額利用料金最大２ヶ月無料の割引は、条件を満たした場合、自動的に割引を開始いたします。特典は
予告なく終了・変更させていただく場合がございます、実施状況は本書面を交付した代理店へお問い合わせください。

月額利用料金

満足サポート

とくとくネットスーパー
powered by デリチキ
食品からくらしまで、日々の生活用品がお
うちで買えちゃう、宅配ネットスーパー。

550円
（税込）

月額利用料金

660円
（税込）

電話一本で相談、リモートサポートでらくらく解決。
パソコンも、スマホも、タブレットもすべてサポートします。
＊専用電話窓口の受付時間は9:00〜21:00（1月1日、2日及び弊社指定のメンテナンス日除く）
となります。お申し込みは個人会員の方に限ります。
＊Reachヒカリご利用開始時点からご利用いただ
けます。Reachヒカリのご利用開始前にはリモートサポートはご利用いただけません。

大手ネットスーパーと同等の価格。さらにクーポン（購入金額に応じて最大7,000
円分）が毎月使える。
自宅でいつでもインターネットで24時間受付OK。月に６回まで、配送料無料。
【ご注意事項】◎ネットスーパーサービスのご利用にあたり、別途商品代金の支払いが必要となります。◎
お支払いはクレジットカード決済のみです。◎割引クーポンは購入金額2,500円/回（税込）以上で利用できる500円
クーポンが2枚、購入金額5,000円/回（税込）以上で利用できる1,000円クーポンが2枚、購入金額10,000円/回（税
込）以上で利用できる2,000円クーポンが2枚、それぞれ付与されます。 複数の割引クーポンは一度にご利用できま
せん。◎割引クーポンは、毎月１日に付与されます。有効期限は１ヶ月です。

鍵のトラブル

対象建物の玄関ドア、勝手口その他これらに類する解錠または破錠
対象建物の台所、浴室、トイレ、洗面所または洗濯機置き場の蛇口、給水管
もしくは排水管の詰まりまたは水漏れ

水回りのトラブル

キキホショ＋

窓ガラスのトラブル

月額利用料金

550円

生活トラブル解決をサポートするサービスに、
インターネット接続機器の
水濡れ・破損の場合の万が一の出費を
バックアップする保険をプラスした
トータルサポートサービスです。

SEITON&HOZON
宅配トランクルーム「SEITON」と、
データを容量無制限で保存可能な
クラウドストレージ「HOZON」がセットで
ご利用いただけます。

生活便利相談サービス
毎日の生活で起こるトラブルや悩みごと等、
どこに相談すればいいかわからない時に
気軽にご利用できます。

（税込）

対象建物の窓ガラスの破損

以下のサービスが無料でお使いいただけます。

特 典

機器補償サービス

お客様が所有するReachヒカリ回線に接続している機器が、破損・水漏れ等
により損害が生じた場合に保険金としてお支払いいたします。

弁護士相談

さまざまな法律相談に対して、弁護士が30分間電話でアドバイスを行います。

【ご注意事項】●特典「機器補償サービス（動産総合保険）」について、今回お申し込 みいただくイン
ターネット回線に接続している機器が対象です。各製品ごとに、保険の対象の 新品購入日から５年以内が補償対
象期間となります。修理不能な場合には保険金上限額または対象機器の購入金額のうち、いずれか低い額が上限
になります。

荷物の預け入れ取り出しは専用サイトからボタン一つで！
＊保管できるお荷物は最大2箱、1箱あたり120サイズ（縦38cm×横38cm×奥
行38cm）、重さ20Kg、1箱10点まで。
＊取り出しの際は、1箱あたり1回880円（税込）の配送作業費がかかります。

月額利用料金

1,078円
（税込）

さまざまなデータをオンライン上に保存。万が一デバイスを失くしてしまった場合も安心!
＊対応デバイス：Android / iOS / PC
＊デバイスにより、バックアップできる内容が異なります。
＊過去の履歴の復元：60日間まで可能

ずっとお得な月額料金
下り最大

2Gbps
※1

高速

無線LAN
（Wi-Fi）

月額利用料金

550円
（税込）

特 典

トラブル対策用給付金サービス無料

事故でけがを負われた等の損害責任が生じた際、上限30万円までの保険金（1年間／1事故あたり上限
30万円。自己負担金1万円。）が支払われます。
＊事故受付時間：10:00〜17:00（12月31日〜1月3日を除く）

※ 各オプションサービスの月額利用料金とは別に、サービスご利用料金がかかる場合がございます。
※ 各オプションサービスのサービス詳細は、販売担当者が交付する重要事項説明書をご確認ください。

ご利用開始月

Reachヒカリ

なら

LINE登録でいつでも気軽に問合せができます

（年末年始を除く）
株式会社リバーシ

宮城県仙台市青葉区五橋一丁目６番２号

5,500円
※2

キャッシュバック

無料

＋

＜初期契約解除制度について＞本サービスは、初期契約解除制度に基づき、リバーシがお送りする「Reachヒカリ契約内容のご案内」または「NURO光でんわ契約内容のご案内」を受領した日から起算して８日を経過
する日までに利用契約の解除のお手続きを行うことができます。
＜料金の表記について＞●消費税の計算上、表記額から算出した税込価格と実際の請求額とに差異が生じる場合がございます。
＜光接続サービスについて＞●ブロードバンドサービスはベストエフォート型のサービスです。お客さまの端末環境を含む通信設備や、ネットワークの混雑状況などにより、速度が低下する場合があり、実行速度を
保証するものではありません。●ご利用開始までに時間がかかる場合もあります。サービスの未提供エリアもございますので、提供条件等詳しくはお問い合わせください。
＜会員規約について＞●Reachヒカリ会員規約に同意のうえお申し込みください。規約についてはホームページ（ https://reach-h.jp）にてご確認いただけます。

●記載の情報は、２０２２年６月１日現在の情報です。
●この本サービスチラシの内容は、予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
●このパンフレットは、使用フォント（書体）の一部をユニバーサルデザインに配慮して作成しました。
●「Reachヒカリ」は株式会社リバーシの商標です。
●「NURO光でんわ」は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
●「Microsoft®Windows」は米国Microsoft Coporaition の米国およびその他の国における登録商標です。
●「Mac OS®」および「McIntosh®」は米国および他の同々で登録されたApple Inc. の登録商標です。
※本パンフレットに記載された社名、製品名、ブランド名、サービス名等は各社の登録商標です。

月額基本料金

月額基本料金(税込)

ご利用開始翌月から３６ヶ月

1,222円割引

※ご利用開始月のみ１,２３０円割引

最大

50,000円

※3

便利なオプションサービス
月額利用料金

最大2ヶ月無料

［Reachヒカリ］は株式会社リバーシの商標です。※１ 「最大２Gbps」という通信速度はネットワークからお客様宅内に設置する宅内終端装置へ提供する最大速度で
す。なお記載の最大速度は、技術規格上の最大値であり実使用速度を示すものではありません。機器使用時の通信速度はお客様の通信環境と規格により異なります。
有線接続の場合は最大１Gbps、無線接続の場合は最大1300Mbps（技術規格上の最大値でありお客様宅内での実使用速度を示すものではありません）となります。イ
ンターネットご利用時の速度は、お客さまのご利用環境（端末機器の仕様等）や回線混雑状況等により低下する場合があります。※２ 表記価格は［Reachヒカリ］
コースの月額基本料金となります。別途契約事務手数料3,300円と36ヶ月分割でお支払いいただく基本工事費（1,222円/月、ご利用開始月のみ1,230円）が発生いたしま
す。 ※３ キャッシュバック金額は税込金額です。なお、消費税率が変更されてもキャッシュバック金額の変更はありません。
サービス提供エリアは、【北海道】北海道 【関東】東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 【東海】愛知、静岡、岐阜、三重 【関西】大阪、兵庫、京都、
滋賀、奈良 【中国】岡山、広島 【九州】福岡、佐賀です。（一部エリアを除く）

REVERSI Co., Ltd.

月額
基本料金

まるごとセキュリティ機能

高速無線LAN（Wi–Fi）標準装備

5,500円

基 本 工 事 費 4 ４ , 0 0 0 円（税込）
（ご利用開始翌月のみ1,230円、以降35ヶ月間1,222円の分割払い）

契 約 事 務 手 数 料 3 , ３ 0 0 円（税込）

戸建でも下り最大２Gbps
※1
【お申し込みのご注意事項】◎基本工事費は36ヶ月の分割払いに
てお支払いいただきます。工事費の分割払い期間中に解約（転居に伴
う解約の場合を含みます）される場合はお支払いいただいていない工
事費の残債額を一括でご請求させていただきます。◎定期契約型コー
スは、３年間の継続契約がお申し込みの条件となります。なお、初年
度の当該契約期間満了後の契約期間は2年ごとに自動で更新されます。
継続契約期間中に解約（転居または定期契約型ではないコースへの
コース変更に伴う解約の場合を含みます）をされる場合は、契約解除
料4,270円をご請求させていただきます。◎契約事務手数料とは事務手
続きの際発生する手数料となります。

コース詳細
タイプ

戸建 / マンションミニ

定期契約期間

３年

無し

月額基本料金

５,５００円

５,５００円

キャンペーン

３６ヶ月１,２２２円割引
（初回のみ１,２３０円）

なし

コーススペック

■DL：２.０Gbps、
UL：１.０Gbps

■DL：２.０Gbps、
UL：１.０Gbps

■高速Wi-Fi無料
(最大速度１.３Gbps) ※1

■高速Wi-Fi無料
(最大速度１.３Gbps) ※1

■契約解除料あり

■契約解除料なし

月額利用料金

550円
（税込）

お客さま宅に設置する光回線終端装置（ONUホームゲートウェイタイプ）
は、無線LAN親機能を標準装備しています。パソコン、タブレット、ゲーム
機器等さまざまな機器に繋げて、家中どこでも快適生活！最大速度1.3
Gbps※1 の無線LAN通信を追加料金なしでご利用いただけます。

世界中から情報を収集し、常に最新のウイルス定義やプログラムに更新して
利用可能!!家族それぞれのパソコンをウイルスや不正アクセスから守る!!ネッ
ト決済保護機能を強化し、より安全で安心できるネット決済を実現!!
◎Reachヒカリご利用開始後にソフトウェアのダウンロードおよび、通信機器への
設定が必要です。◎一部対象外の機器がございます。

※1 「最大2Gbps」という通信速度はネットワークからお客さま宅内に設置する宅内終端装置へ提供する最大速度です。機器使用時の通信速度はお客さまの通信環境と規格により異なります。有線接続の場合は最大1Gpbs、無線接続の場合は通信規格IEEE802.11acにおける通信で最大1.3Gbpsとなります。
（弊社が設置する宅内終端装置の機種によりIEEE802.11acに対応していない場合があります。）なお、記載の最大通信速度は、技術規格上の最大値であり実使用速度を示すものではありません。インターネットご利用時の速度は、お客さまのご利用環境（端末機器の使用等）や回線混雑状況等により低下する場合があります。

ご利用開始までの流れ
お客さま

Reachヒカリ

お客さま

❶Reachヒカリへ
お申し込み

❷お申込み内容の

賃貸住宅のお客さまは、お申し込
み前に、建物所有者様（オーナー
様等）の承諾を得ていただきます
よう、よろしくお願いいたします。

当社よりお申込み内容のご案内を
発行・郵送させていただきます。

Reachヒカリ

お客さま

❸宅内工事

Reachヒカリ

接続と光回線引込みイメージ

❹屋外工事

ご案内

お客さま

❻ご利用開始
協力会社
配線区分

リバーシ
配線区分

弊社リバーシの指定工事業者が、
お客さま宅内の工事を行います。
お客さまの立ち会いが必要となり
ます。

協力会社工事業者が、屋外の
工事を行います。
お客さまの立ち会いが必要となり
ます。

屋外工事後、すぐに「Reachヒカリをご利用いた
だけます。工事完了後にリバーシより「開通・ご
利用開始のご案内」のメールが届きます。

【ご注意事項】

【ご注意事項】

◎追加宅内工事（有料）をご希望のお客さ
まは、工事時に工事担当者が内容をご説明
いたします。

◎同一エリア内で多数のお申し込みがあっ
た場合、お申し込みからご利用開始まで２
ヶ月程度のお時間をいただく場合がござい
ます。

◎IP電話は、新規発番でお申し込みのお客様は屋外工事
（開通後）約１週間程度、番号ポータビリティでお申し込
みのお客さまは、約２~３週間程度で電話サービスが開通し
ます。◎「カスペルスキーセキュリティ」のご利用には、
ソフトウエアのダウンロードおよび、通信機器への設定が
必要です。

【ご注意事項】

※宅内工事はソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社に委託しております。

ReachヒカリならNURO光でんわがさらにお得に ! もっと便利に !

Reachモバイルで毎月の携帯料金もお得に！

ホワイトコール２４

NURO光でんわとソフトバンクケータイ間の
国内通話が24時間無料

【ご注意事項】◎ホワイトコール24へ申し込むソフトバンクケータイ電話はNURO光でんわ1契約

NURO光でんわ

8.789円 / 3分

8.789円 / 3分

NURO光でんわサービスは、便利でおトクな料金がうれしい電話サービスです。
現在お使いの電話番号も今まで通りご利用できます。 ※2 110番・119番・104番も従来通り使えます。

月額基本料金 ご利用開始月の月額料金は、日割請求となります
東日本エリア

西日本エリア

550円（税込） / 月

330円（税込） / 月

基本工事費
3,300円（税込）

※2 一部の電話番号は引き継ぎできません。ｉナンバー（複数電話番号）/ ISDN専用の電話機・専用端末はご利用いただけなくなります。
※3 ホワイトコール24のお申し込みの場合となります。

【ご注意事項】◎「NURO光でんわ」は国内最大級のIP電話事業者であるソフトバンク株式会社と提携し、ソニーネットワークコ
ミュニケーションズ株式会社が提供するIP電話サービスです。◎「NURO光でんわ」のご利用には専用のテレフォニーアダプター（TA）が
必須となります。◎TAはソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社からレンタルにてご提供いたします。レンタル利用料金は
「NURO光でんわ」の月額基本料金に含まれます。「NURO光でんわ」をご利用いただく場合、1電話番号毎に規定のユニバーサル
サービス料、電話リレーサービス料が発生いたします。
最新の価格については（https://www.nuro.jp/hikari/phone/price）をご覧ください。

あたり10回線までとなります。◎ホワイトコール24へ申し込むソフトバンクケータイ電話は、「ホワイ
トプラン」、「標準プラン」または「スマ放題 通話し放題プラン（スマ放題 通話し放題プラン、スマ放
題 通話し放題プラン〈3Gケータイ〉へ加入の必要があります。
詳細・お申し込みについては、WEBをご参照ください（お申
し込み書の取り寄せは、NURO光でんわお申し込み後にWEB
にて受け付けております）。https://www.nuro.jp/hikari/phone/sb.html

おうち割光セット

NURO光でんわサービスとSoftBankのス
マートフォン、３Gケータイ、iPadのご利用に
よりソフトバンクのパケット定額料金から永年
毎月最大1,100円割引※4

【ご注意事項】※4 割引金額は対象料金サービスにより異なります。◎記載の金額を税込総額から
割引します。◎消費税が変動しても、割引金額は変わりません。◎おうち割 光セットのお申し込みは、
NURO光でんわ開通後にソフトバンクショップにてお申し込みください。Reachヒカリ契約者様がソフト
バンクショップにお越しいただき、お申し込みの際に『NURO光でんわ契約者名』と『固定電話番号』の
情報を申請していただきます様お願いいたします。NURO光でんわのご契約者様ご本人以外からのお申し
込みの場合、NURO光でんわご契約者様の同意書および、ご契約者様のご家族であることを証明できる確
認書類が必要となります。◎iPhone、Softbank 3G（携帯電話）、iPad、タブレットのいずれかで指定のデ
ータ（パケット）定額サービスにご加入いただく必要がございます。◎お客さまがSoftbankで加入されて
いる割引キャンペーンによってはおうち割 光セットと併用できない場合があります。◎ソフトバンクの
キャンペーン期間と内容は予告なく変更する場合があります。詳細はSoftbankホームページ
（https://www.softbank.jp/mobile/campaigns/list/ouchiwari-hikari/）をご確認ください。
【商標登録について】ホワイトコールは、ソフトバンク株式会社の登録商標です。記載されている会社
名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

