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●スマートフォン・タブレット端末を利用したテレビ電話については
P.4の「スマホdeひかり電話」をご参照ください。

テレビ電話の機能

ひかり電話および法人向けひかり電話★契約者間でテレビ
電話がご利用いただける機能です。
専用の電話端末のほか、現在お使いのパソコンやスマート
フォン・タブレット端末などでも「ひかり電話ならでは」の、高
品質で滑らかな映像のテレビ電話をお楽しみいただけま
す。
★「法人向けひかり電話」とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エー
ス）」「ひかり電話ナンバーゲート」（いずれも電話サービス）の総称です。

※別途、テレビ電話対応機器が必要です。
※お客さまの設備の都合等により、 「テレビ電話・高音質電話・データコネクト」を基本機能
として提供できない場合があり、ご利用される場合は別途お申込みが必要です。その場合
の初期費用については無料です。

■キャッチホン
● 音声通話中またはテレビ電話通話中に、キャッチホンによるテレビ電話
を受けることはできません。音声通話となります。

● テレビ電話対応機器でテレビ電話通話中は、キャッチホンによる通話
（音声通話、テレビ電話）を受けることはできません。また、割込通知音
が聞こえません。

■フリーアクセス・ひかりワイド
テレビ電話での着信はできません。

■ひかり電話＃ダイヤル
「ひかり電話＃ダイヤル」はフレッツ 光ネクストおよびフレッツ 光ライト
／フレッツ 光ライトプラスでご利用のひかり電話から接続できます。

■優先着信機能
LANポートにて優先着信機能は利用できません。TELポート（加入電
話機等）にて優先着信機能の設定をしている場合、テレビ電話のご利
用ができない場合があります。

■指定着信機能
LANポートにて指定着信機能は利用できません。TELポート（加入電
話機等）にて指定着信機能の設定をしている場合でも、テレビ電話の
利用は可能です。

● 通常の電話番号（0AB～J番号）で利用できます。
● 「テレビ電話」の契約がないひかり電話契約者とは、音声での通話の
みとなります。

● 緊急通報（110/119/118）は、音声通話として発信できます。
●通話相手によっては、標準品質のテレビ電話となる場合があります。
● テレビ電話対応機器にテレビ電話の着信があった場合は、テレビ電話
対応機器のみ呼出音が鳴ります。他の電話機等へは着信しません。
テレビ電話対応機器がない場合は、呼出音が鳴らず音声通話により
再接続となります。

● 音声通話で着信した場合は、テレビ電話対応機器以外の電話機とも
通話できます。

ご利用上の留意事項 他の付加サービス等と併せてご利用の場合の留意事項

■通信機器
● 本サービスのご利用には、ひかり電話に対応したテレビ電話対応機器
が必要です。

●通話相手も、ひかり電話および法人向けひかり電話に対応したテレビ
電話対応機器をお持ちである必要があります。

■接続方法
● フレッツフォンシリーズはひかり電話対応機器のLANポートに接続しま
す。

● ひかり電話対応機器の設定が必要となる場合があります。

留意事項留意事項

ご利用方法ご利用方法

テレビ電話

ひかり電話網

映像
通話

ひかり電話ご契約者
（テレビ電話ご利用者）

ひかり電話ご契約者
（テレビ電話ご利用者）

テレビ電話／高音質電話／データコネクト

テレビ電話対応アプリケーション・機器の紹介テレビ電話対応アプリケーション・機器の紹介

ご自宅のテレビに接続する★1ことで、簡単にHD画質に対
応した高品質なリアルタイム映像でのテレビ電話★2や、
写真・動画等のファイル送受信をお楽しみいただける映
像コミュニケーション端末です。
本商品をご利用いただくことで、離れた場所に暮らすご家
族やご友人の方とあたかも同じ場所にいるかのように、そ
の場の雰囲気を共有することや、法人のお客さまにも簡
易なテレビ電話会議システムや企業とお客さまをつなぐ
サービスとしてもご活用いただけます。
★1「ひかりシェアプレイス」にはモニター／テレビは含まれておりません。お客さまご自
身にて、HDMI端子が搭載されたモニター／テレビをご準備願います。

★2「ひかりシェアプレイス」同士で利用する場合。

●本商品のご利用には、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ 光ラ
イト／フレッツ 光ライトプラス」と、「ひかり電話」の契約が必要で
す。（別途契約料、工事費、月額利用料がかかります） 

●お客さまの設備の都合等により、 「テレビ電話・高音質電話・デー
タコネクト」を基本機能として提供できない場合があり、ご利用さ
れる場合は別途お申込みが必要です。その場合の初期費用に
ついては無料です。 

ご利用上の留意事項

「ひかりシェアプレイス」について

ご自宅のテレビに接続して、簡単にテレビ電話をご利用できます。

Livytalk（リビートーク）をスマホにインストールして
設定すると、自宅ではスマホをひかり電話機器とし
てご利用いただけます。
※詳細はＰ．4を参照

「リビートーク」について

LivyTalkはスマホを使ってテレビ電話ができるアプリケーションです。

http://web116.jp/shop/goods/hlv1-tel/hlv1-tel_00.html
ひかりシェアプレイスの仕様やお買い求めはこちら

販売価格：41,800円

ひかり電話
対応機器

ひかり電話
対応機器

マイクカメラ

ひかり
シェアプレイス

リモコン ひかり
シェアプレイス

マイクカメラ

LINK

ACT

SDカード

スタンバイ

LINK

ACT

SDカード

スタンバイ

リモコン

■接続イメージ

●インターネットサービスのご利用には、プロバイダとの契約が必要
です。（別途月額利用料がかかります。） 

●本商品には、モニター（テレビ等）は含まれておりません。お客さま
がお手持ちの「HDMI端子」が搭載されているHDMI準拠のモニ
ター（テレビ等）でご利用いただく必要があります。ご購入の際に
は、必ず「HDMI端子の有無（空ポートの有無）」をご確認くださ
い。 

ひかり電話網

リビートーク

各 サ ー ビ ス の 概 要 と 操 作 ガ イ ド



8 テレビ電話

74 75

17

●スマートフォン・タブレット端末を利用したテレビ電話については
P.4の「スマホdeひかり電話」をご参照ください。

テレビ電話の機能

ひかり電話および法人向けひかり電話★契約者間でテレビ
電話がご利用いただける機能です。
専用の電話端末のほか、現在お使いのパソコンやスマート
フォン・タブレット端末などでも「ひかり電話ならでは」の、高
品質で滑らかな映像のテレビ電話をお楽しみいただけま
す。
★「法人向けひかり電話」とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エー
ス）」「ひかり電話ナンバーゲート」（いずれも電話サービス）の総称です。

※別途、テレビ電話対応機器が必要です。
※お客さまの設備の都合等により、 「テレビ電話・高音質電話・データコネクト」を基本機能
として提供できない場合があり、ご利用される場合は別途お申込みが必要です。その場合
の初期費用については無料です。

■キャッチホン
● 音声通話中またはテレビ電話通話中に、キャッチホンによるテレビ電話
を受けることはできません。音声通話となります。

● テレビ電話対応機器でテレビ電話通話中は、キャッチホンによる通話
（音声通話、テレビ電話）を受けることはできません。また、割込通知音
が聞こえません。

■フリーアクセス・ひかりワイド
テレビ電話での着信はできません。

■ひかり電話＃ダイヤル
「ひかり電話＃ダイヤル」はフレッツ 光ネクストおよびフレッツ 光ライト
／フレッツ 光ライトプラスでご利用のひかり電話から接続できます。

■優先着信機能
LANポートにて優先着信機能は利用できません。TELポート（加入電
話機等）にて優先着信機能の設定をしている場合、テレビ電話のご利
用ができない場合があります。

■指定着信機能
LANポートにて指定着信機能は利用できません。TELポート（加入電
話機等）にて指定着信機能の設定をしている場合でも、テレビ電話の
利用は可能です。

● 通常の電話番号（0AB～J番号）で利用できます。
● 「テレビ電話」の契約がないひかり電話契約者とは、音声での通話の
みとなります。

● 緊急通報（110/119/118）は、音声通話として発信できます。
●通話相手によっては、標準品質のテレビ電話となる場合があります。
● テレビ電話対応機器にテレビ電話の着信があった場合は、テレビ電話
対応機器のみ呼出音が鳴ります。他の電話機等へは着信しません。
テレビ電話対応機器がない場合は、呼出音が鳴らず音声通話により
再接続となります。

● 音声通話で着信した場合は、テレビ電話対応機器以外の電話機とも
通話できます。

ご利用上の留意事項 他の付加サービス等と併せてご利用の場合の留意事項

■通信機器
● 本サービスのご利用には、ひかり電話に対応したテレビ電話対応機器
が必要です。

●通話相手も、ひかり電話および法人向けひかり電話に対応したテレビ
電話対応機器をお持ちである必要があります。

■接続方法
● フレッツフォンシリーズはひかり電話対応機器のLANポートに接続しま
す。

● ひかり電話対応機器の設定が必要となる場合があります。

留意事項留意事項

ご利用方法ご利用方法

テレビ電話

ひかり電話網

映像
通話

ひかり電話ご契約者
（テレビ電話ご利用者）

ひかり電話ご契約者
（テレビ電話ご利用者）

テレビ電話／高音質電話／データコネクト

テレビ電話対応アプリケーション・機器の紹介テレビ電話対応アプリケーション・機器の紹介

ご自宅のテレビに接続する★1ことで、簡単にHD画質に対
応した高品質なリアルタイム映像でのテレビ電話★2や、
写真・動画等のファイル送受信をお楽しみいただける映
像コミュニケーション端末です。
本商品をご利用いただくことで、離れた場所に暮らすご家
族やご友人の方とあたかも同じ場所にいるかのように、そ
の場の雰囲気を共有することや、法人のお客さまにも簡
易なテレビ電話会議システムや企業とお客さまをつなぐ
サービスとしてもご活用いただけます。
★1「ひかりシェアプレイス」にはモニター／テレビは含まれておりません。お客さまご自
身にて、HDMI端子が搭載されたモニター／テレビをご準備願います。

★2「ひかりシェアプレイス」同士で利用する場合。

●本商品のご利用には、「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ 光ラ
イト／フレッツ 光ライトプラス」と、「ひかり電話」の契約が必要で
す。（別途契約料、工事費、月額利用料がかかります） 

●お客さまの設備の都合等により、 「テレビ電話・高音質電話・デー
タコネクト」を基本機能として提供できない場合があり、ご利用さ
れる場合は別途お申込みが必要です。その場合の初期費用に
ついては無料です。 

ご利用上の留意事項

「ひかりシェアプレイス」について

ご自宅のテレビに接続して、簡単にテレビ電話をご利用できます。

Livytalk（リビートーク）をスマホにインストールして
設定すると、自宅ではスマホをひかり電話機器とし
てご利用いただけます。
※詳細はＰ．4を参照

「リビートーク」について

LivyTalkはスマホを使ってテレビ電話ができるアプリケーションです。

http://web116.jp/shop/goods/hlv1-tel/hlv1-tel_00.html
ひかりシェアプレイスの仕様やお買い求めはこちら

販売価格：41,800円

ひかり電話
対応機器

ひかり電話
対応機器

マイクカメラ

ひかり
シェアプレイス

リモコン ひかり
シェアプレイス

マイクカメラ

LINK
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SDカード

スタンバイ

LINK

ACT

SDカード

スタンバイ

リモコン

■接続イメージ

●インターネットサービスのご利用には、プロバイダとの契約が必要
です。（別途月額利用料がかかります。） 

●本商品には、モニター（テレビ等）は含まれておりません。お客さま
がお手持ちの「HDMI端子」が搭載されているHDMI準拠のモニ
ター（テレビ等）でご利用いただく必要があります。ご購入の際に
は、必ず「HDMI端子の有無（空ポートの有無）」をご確認くださ
い。 

ひかり電話網

リビートーク
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17 テレビ電話／高音質電話／データコネクト

データコネクトの機能

「データコネクト」とは、ひかり電話および法人向けひか
り電話契約者★同士が、ひかり電話の電話番号を利用
して写真やファイル共有などのデータ通信ができる機能
です。

※別途、データコネクト対応機器が必要です。
※お客さまの設備の都合等により、 「テレビ電話・高音質電話・データコネクト」を基本機能として提供できない場合があり、ご利用される場合は別途お申込みが必要です。その場合の初期費用に
ついては無料です。 

★「法人向けひかり電話」とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA
（エース）」「ひかり電話ナンバーゲート」（いずれも電話サービス）の総称です。

■キャッチホン
お話し中に、データコネクトで着信した場合、キャッチホンは作動しません。

■迷惑電話おことわりサービス
「迷惑電話リスト」に登録された電話番号からの着信が、データコネクト
による場合には着信拒否はされますが、メッセージで応答はしません。

■FAXお知らせメール
データコネクトでの着信の場合、FAXお知らせメールは作動しません。

■フリーアクセス・ひかりワイド
データコネクトでの着信はできません。

■ナンバー・リクエスト
データコネクトで着信した場合、音声メッセージでの応答はしません。

● 通信先が「データコネクト」に対応していない機器の場合、「データコネ
クト」での接続はできません。

●データコネクトの通信料は、テレホンカードによるお支払いの対象外
です。

ご利用上の留意事項

他の付加サービスと併せてご利用の場合の留意事項

留意事項留意事項

高音質電話の機能
ひかり電話および法人向けひかり電話★契約者同士なら、従来の加入電話よりも高音質で通話ができる機能です。
標準音声の周波数帯域（3.4kHzまで）と比べ、約2倍の帯域（7kHzまで）を使用するため、よりクリアな通話を実現します。
★「法人向けひかり電話」とは、「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA（エース）」「ひかり電話ナンバーゲート」（いずれも電話サービス）の総称です。
※NTT西日本エリアへ発信する際、着信側が、ひかり電話ビジネスタイプの電話番号（加入電話などから番号ポータビリティをした番号は除く）を継続して使われている場合、ご利用いただけません。
※別途、高音質電話対応機器が必要です。
※お客さまの設備の都合等により、 「テレビ電話・高音質電話・データコネクト」を基本機能として提供できない場合があり、ご利用される場合は別途お申込みが必要です。その場合の初期費用に
ついては無料です。

留意事項留意事項

● 通話先の電話機が「高音質電話」に対応していない場合、標準音質
での通話となります。

● 「高音質電話」対応の電話機から117（時報）や177（天気予報）等の
ガイダンスをお聞きになる場合は、標準音質の音声となります。

■キャッチホン
お話し中に「高音質電話」対応の電話機から電話がかかってきた場
合、かかってきた電話との通話は標準音質の通話となります。

■フリーアクセス・ひかりワイド
高音質電話での着信はできません。

ご利用上の留意事項

他の付加サービスと併せてご利用の場合の留意事項

ご利用方法ご利用方法
■通信機器
● 本サービスのご利用には、対応電話機が必要です。
● 通話相手が本サービスに対応した電話機をお持ちである必要があります。

■接続方法
● 本サービス対応の電話機はひかり電話対応機器のLANポートに接続
します。

● ひかり電話対応機器の設定が必要となる場合があります。

高音質電話

データコネクト

データ
コネクト

ひかり電話ご契約者
（データコネクトご利用者）

ひかり電話ご契約者
（データコネクトご利用者）

memo


