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表示価格はすべて税込です

ネットワーク回線



●本サービスはベストエフォート型サービスのため、通信速度や通信品質、常時接続性を保証するものではありません。＊1 アクセス回線がフレッツ 光ネクスト プライオ10/プライオ1同士の拠点の場合にのみご利用いただける機能で
す。＊2 VPNルータ（CPE）の設定内容により別の機器を提供することがあります。詳細は弊社営業担当者へお問い合わせください。既存でご利用いただいているお客さまにおいて、VPNルータ（CPE）の機種の変更を目的とした機器
交換はいたしかねます。＊3 基本コンフィグとは、VPN拠点をつなげる最低限の設定のこと。＊4 QoSとは、Quality of Serviceの略で、特定の通信を優先的に処理して、通信品質を保たせること。＊5 フレッツ・VPN プライオの仕様上、
データを運ぶ時のフレームサイズは1444Byte以下になります。今回、RFC（技術仕様の公開形式）で規定された、64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518Byteのフレームサイズのうちの、VPNプライオの仕様の値、1444Byte以下で最
も大きなフレームサイズ1280Byteで計測しています。＊6 モバイル接続サービスのご利用には、別途株式会社インターネットイニシアティブが提供するIIJモバイルサービスまたは、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会
社が提供する閉域網接続サービス専用プランのご契約が必要です。＊7 NTT西日本エリアのフレッツ・VPN プライオ拠点との接続には、NTT東日本の東西接続サービス契約とは別にNTT西日本との東西接続サービスの契約が必要とな
ります。また、VPNの東西拠点間では、帯域優先設定を利用した通信を行うことができません。NTT東日本のフレッツ・VPN ワイドとの接続はできません。●VPNルータ（CPE）配下の端末機器などの設定は、お客さまで行っていただく
必要があります（CPE=Customer Premises Equipment）。●IIJmobileおよびIIJモバイルサービスは株式会社インターネットイニシアティブ、閉域網接続サービス専用プランはエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式
会社、Amazon Web Services（AWS）はAmazon.com, Inc.またはその関連会社、Microsoft Azureは米国Microsoft Corporationおよびその関連会社、NIFCLOUDは富士通クラウドテクノロジーズ株式会社の商標または登録商標です。
Google、Google Cloud Platform、GCPはGoogle LLCの商標または登録商標です。OracleとJavaはOracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。

フレッツ・VPN プライオとは
「フレッツ・VPN プライオ」は、快適な通信が可能なVPN（仮想専用ネットワーク）サービスです。アクセス回線として、「フレッツ 光ネクスト」をご利用いただくことが可能です。
優先的にパケットを転送する帯域優先機能＊1を使うことで、通信が混み合っている場合でも安定的な通信を提供します。

ベストエフォートベストエフォート ベストエフォート
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※モバイル事業者提供範囲

VPNルータ（CPE）＊2

Cisco社製C1111

NTT東日本の検証環境による結果（2020年
2月）であり、商用環境とは異なります。（Cisco社
C1111-8Pを接続し、基本コンフィグ＊3、オプション
なし、QoSなし＊4、フレームサイズを1280Byte＊5で
測定した場合のデータ通信速度の実測値）

パブリック
クラウド
接続NTT東日本

データセンタ

安定性を備えた
プライベートネットワークを手軽に構築
自宅や外出先から社内LANにセキュアに
接続が可能なためテレワークにおすすめ！
※モバイル接続サービス（オプション）を契約の場合

西日本支社

ベストエフォート

オンライン
ストレージセット

スループットの実測値概ね900Mbps

2サービス概要

パソコン/
タブレット
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＊アクセス回線がフレッツ 光ネクスト プライオ10/
プライオ1同士の拠点の場合。通信品質、通信速度、
常時接続性を保証するものではありません。

＊フレッツ光ネクスト プライオ10/プライオ1以外の回線をご利用
の場合、24時間出張修理オプション（有料）をご契約いただくことで
対応可能です。また、機器構成などによっては対応できないものも
ございます。詳細については営業担当者へお問い合わせください。
故障受付から現地までの駆けつけ時間および回復時間を保証する
ものではありません。

24時間365日の保守対応＊

24H24H 365
DAYS
365
DAYS

設計・設定などの情報を公開し、運用をサポート
（フレッツ 光ネクスト プライオ10/プライオ1をご利用の場合標準提供）

24時間365日の保守に対応しており、万が一の
故障の際も保守担当者が駆けつけますので、
システム保守運用の信頼性を高められます。

VPNネットワークの設計や、関連機器の設定
情報に関する資料を、お客さま向けコミュニティ
「NTTEASTTech-Community forVPN」にて
公開しています（資料は今後も随時追加予定）。

対応アクセス回線（例）＊

●プライオ10
●プライオ1
●ギガファミリー・スマートタイプ

帯域優先＊で安定した品質を提供

アクセス回線が「フレッツ 光ネクスト
プライオ10/プライオ1」同士の通信の
場合、10Mbpsまたは1Mbpsの帯域
優先機能によりベストエフォート型を
超える高い通信品質を提供します。

快適なVPN通信

「フレッツ 光ネクスト」をアクセス回線として、快適な
VPNを提供します。また、インターネットを経由しない
ため、お客さまの通信の安全性を高めます。

NTT VPNコミュニティ 検索

＊対応アクセス回線一覧はP4をご確認ください。

●ギガマンション・スマートタイプ
●ファミリー・ギガラインタイプ
●マンション・ギガラインタイプ

VPNルータ（CPE） VPNルータ（CPE）

優先的に
パケットを送信

フレッツ 光ネクスト
プライオ10 プライオ1

3特長



IP通信網内

ベストエフォート＋帯域優先

ベストエフォート

アクセス回線がフレッツ 光ネクスト プライオ10/プライオ1の場合

アクセス回線がフレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ/ギガマンション・スマートタイプ/
ファミリー・ギガラインタイプ/マンション・ギガラインタイプ/ビジネスタイプ/ファミリー・ハイスピード
タイプ/ファミリータイプ/マンション・ハイスピードタイプ/マンションタイプの場合

※お客さま準備のモジュールやファームウェアなどはご利用いただけません。※設置場所は回線終端装置と同一
設置場所に限ります。※回線終端装置からVPNルータ（CPE）までのLANケーブルは1.8mです。※ラックマウント
キットは付属されておりません。※提供するVPNルータ（CPE）の機種は予告なく変更する場合があります。

※東西接続サービス（オプション）によりNTT西日本エリアとの通信が可能です（別途、NTT西日本エリアでの
対応サービスの契約が必要です）。NTT西日本エリアとの通信では帯域優先機能は利用できません。

※通信品質、通信速度、常時接続性を保証するものではありません。※フレッツ光ネクスト
プライオ10/プライオ1で、通信相手もフレッツ 光ネクスト プライオ10/プライオ1の拠点との
間でのみご利用いただけます。フレッツ 光ネクスト プライオ10/プライオ1の拠点であっても、
異なるアクセス品目間の通信や通信が集中する拠点との通信では、一部の優先通信が網内で
非優先通信として扱われることがあります。

帯域非優先型は、通信網が
混んでいるとき速度が低下
することがあります。

1VPNグループごと 最大1,000拠点

帯域優先通信 優先レーン

帯域非優先通信 渋滞発生

アクセス回線

ギガファミリー

ギガファミリー

プライオ1

プライオ10

帯域優先イメージ 優先帯域 非優先帯域

24時間365日一元サポート

上記対応アクセス回線の提供エリアと同じ

VPNルータ（CPE）

※24時間365日の保守を行う対象は、アクセス回線がフレッツ 光ネクスト プライオ10/プライオ1の
拠点のみとなります。※フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ/ギガマンション・スマート
タイプ/ファミリー・ギガラインタイプ/マンション・ギガラインタイプ/ビジネスタイプ/ファミリー・ハイ
スピードタイプ/ファミリータイプ/マンション・ハイスピードダイプ/マンションタイプは、24時間出張修理
オプション（有料）をお申し込みいただくことで対応可能です。※機器構成などにより対応できない場合が
あります。※故障受付から現地までの駆けつけ時間および回復時間を保証するものではありません。

対応アクセス回線

通信品質

通信端末契約単位

提供エリア

保守

●フレッツ 光ネクスト プライオ10

●フレッツ 光ネクスト プライオ1

●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
ギガマンション・スマートタイプ

●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・ギガラインタイプ
●フレッツ 光ネクスト
ビジネスタイプ
●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
ファミリータイプ
●フレッツ 光ネクスト
マンション・ハイスピードタイプ
●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プライオ」の帯域優先機能について
フレッツ回線がフレッツ光ネクストプライオ10/プライオ1の場合に、ベストエフォート
通信より優先的にパケットを転送する機能です。そのため、ベストエフォート通信が
混み合っている場合でも安定的な通信を提供します。

帯域優先型は、優先的に
パケットを転送するため
安定した通信になります。

接続可能拠点数

4基本サービス



VPNルータ
（CPE）

VPNルータ
（CPE）

モバイル回線から閉域接続したいお客さまへ
モバイル接続サービス
フレッツ・VPN プライオのアクセス回線として、モバイル回線との接続を提供します。
バックアップ、リモートアクセスなど、多様な利用シーンでの利用が可能になります。

VPNルータ(CPE)にカスタマイズ設定を行う事で、お客さまの用途に合わせた多様なネットワーク
設計を実現することが可能になります。例えば、「GRE/IPIP」を用いることでお客さま自身でルータを
ご用意いただかなくても複数セグメントの拠点間通信を行うことが可能です。

※カスタマイズ機能を利用するためには別途工事費が必要となります。※カスタマイズの種類によって利用可能なレ
ンタルルータ(CPE)の機種が異なります。※カスタマイズ同士で重畳できない組み合わせも存在します。※詳しくは弊
社営業担当者までお問い合わせください。

全国の拠点をVPNに収容したいお客さまへ
東西接続サービス
NTT西日本の「フレッツ・VPN プライオ」を導入した拠点との相互通信を提供します。
たとえば、全国に営業所や生産拠点を展開するお客さまが、
フレッツ・シリーズをアクセス回線とする広域ネットワークを構築できます。

※NTT西日本の「フレッツ・VPN ワイド」との接続も可能です。※東西接続には別途NTT西日本のフレッツ・
VPNプライオまたはフレッツ・VPN ワイドおよび東西接続サービスの契約が必要となります。※東西接続サービ
スはVPN契約者からお申し込みいただきます。※NTT西日本エリアでの東西接続サービスのお申し込みについて
は、NTT西日本にお問い合わせください。※VPNの東西拠点間では、帯域優先機能による優先設定を利用し
た通信を行うことができません。

モバイル回線
対応ルータ

モバイル回線対応ルータ パソコン/タブレット

パソコン/
タブレット

バックアップと
して利用

光回線敷設が難しい
環境での利用 外出先からのリモートアクセスに利用

例「GRE/IPIP」カスタマイズ LAN側ネットワーク

カスタマイズ設定

IPｖ４PPPoE設定

IPv4PPPoE
パススルー設定

L2TPv3設定

暗号化設定

IPsec設定

GRE/IPIP設定

機能

レンタルルータ(CPE)でIPv4PPPoEを終端する機能

レンタルルータ(CPE)下部のお客さまルータなどにIPv4PPPoEを終端する機能

レンタルルータ(CPE)同士でL2TPv3トンネルを張る機能

レンタルルータ(CPE)間の通信を暗号化する機能

レンタルルータ(CPE)間の通信を暗号化する事に加え、
お客さまルータ配下の異なるネットワークセグメントへの通信を可能とする機能
レンタルルータ(CPE)に複数のネットワークセグメントを設定することができ、
複数セグメント間の通信を可能とする機能

複数のセグメントを
設定し各セグメント間の
通信が可能

NTT西日本エリア NTT東日本エリア

カスタマイズ

NWセグメント1 NWセグメント2

LAN側ネットワーク
NWセグメント1 NWセグメント2

※モバイル接続サービスのご利用には、別途株式会社インターネットイニシアティブが提供するIIJモバイルサービス
または、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供する閉域網接続サービス専用プランの
ご契約が必要です。

モバイル
事業者

ネットワーク

※モバイル事業者提供範囲

モバイル接続
サービス

5オプションサービス
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モバイル接続

モバイル事業者ネットワーク

閉域網経由で
パブリッククラウドをご利用
NTT東日本の「クラウドゲートウェイ クロスコネクト」を「フレッツ・
VPN プライオ」と合わせて利用することで、閉域網経由でさまざまな
クラウドサービスとセキュアにシステムを構築することが可能です。

※フレッツ・VPN プライオの契約のほか、クラウドゲートウェイクロス
コネクトおよび接続先のクラウドサービスは、別途お客さまにてご契約いた
だく必要がございます（別途初期費用、月額利用料などがかかります）。
●Amazon Web Services（AWS）はAmazon.com, Inc.またはその関連
会社、Microsoft Azureは米国Microsoft Corporationおよびその関連
会社、NIFCLOUDは富士通クラウドテクノロジーズ株式会社の商標または
登録商標です。Google、Google Cloud Platform、GCPはGoogle LLC
の商標または登録商標です。OracleとJavaはOracle Corporationおよび
その子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。

＊モバイル接続サービスのご利用には、別途株式会社インターネット
イニシアティブが提供するIIJモバイルサービスまたは、エヌ・ティ・ティ・ブ
ロードバンドプラットフォーム株式会社が提供する閉域網接続サー
ビス専用プランのご契約が必要です。●IIJmobileおよびIIJモバイルサー
ビスは株式会社インターネットイニシアティブ、閉域網接続サービス専用
プランはエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の商
標または登録商標です。

※フレッツ・VPN プライオの契約のほか、フレッツ・あずけ～るPROプ
ランを別途お客さまにてご契約いただく必要がございます（別途月額
利用料がかかります）。※ご利用にはVPN対応版専用ツールのご利用
が必要です。※VPN網内ではなく、NGN経由でファイルのバックアッ
プ/ダウンロードが実施されます。

パブリッククラウドに
セキュアに接続が可能POINT

case1

モバイル接続でリモートワーク
「フレッツ・VPN プライオ」のアクセス回線として、
モバイルが利用可能。リモートアクセス、バックアップなど、
多様な利用シーンでの利用が可能です。

case2

閉域網経由で
オンラインストレージのご利用
NTT東日本の「フレッツ・あずけ～るPROプラン」と
「フレッツ・VPN プライオ」をセットで利用することで、
セキュアなオンラインストレージの利用環境の構築が可能です。

case3

※

モ
バ
イ
ル
事
業
者
提
供
範
囲

6ご利用シーン

モバイル接続サービス
オプションNTT東日本

データセンタ

＊



7

●月額料金算定例 帯域優先なし（ファミリー・ギガラインタイプ） オプションなし 6拠点の場合 ◎別途初期費用がかかります。

月額利用料

＊1 株式会社インターネットイニシアティブが提供するIIJモバイルサービス、またはエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供する閉域網接続サービス専用プランの料金になります。＊2 1拠点あたりの月
額利用料は、基本契約と合算して11,000円となります。

1,650円＋モバイル回線550円～＊1

お客さまの契約内容により工事費は異なります。詳細は弊社営業担当者へ
お問い合わせください。

月
額
利
用
料

●フレッツ・VPN プライオ
基本契約

7,700円／1VPN拠点

●アクセス回線

880円／契約契約料 19,800円／1回線初期工事費

●アクセス回線（フレッツ 光ネクスト プライオ10／プライオ1の場合）

45,210円／1回線フレッツ 光ネクスト プライオ10 22,000円／1回線フレッツ 光ネクスト プライオ1

オプションサービス

モバイル接続サービス
モバイル回線数に応じて料金加算

3,300円／1VPN拠点 2,200円／1VPN拠点

東西接続サービス＊２
東日本のVPN拠点数に応じて料金加算 NTT西日本のVPNプライオと接続する場合、西日本のVPN拠点数に応じて料金加算

●フレッツ・VPN プライオ
基本契約

6,050円／1VPN拠点4,950円／1VPN拠点
基本工事費 交換機など工事費

3,300円／1VPN拠点

9,240円×6拠点
55,440円

101,640円

機器工事費

オプションサービス

モバイル接続サービス 東西接続サービス

合計

内訳 【NTT東日本エリア】NTT東日本基本契約（7,700円）＋東西接続サービス（3,300円）【NTT西日本エリア】NTT西日本基本契約（7,700円）＋東西接続サービス（NTT西日本請求分1,100円＋NTT東日本請求分2,200円）

1拠点あたりの内訳 【フレッツ光】5,940円
24時間出張修理 【オプション】3,300円

※モバイル接続サービスのご利用には、別途株式会社インターネットイニシアティブが提供するIIJモバイルサービス、またはエヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社が提供する閉域網接続サービス専用プランのご契約が必
要です。それに関わる月額利用料および初期費用が発生します。※東西接続サービスは、全VPN拠点分の契約が必要となります。※インターネットのご利用には別途プロバイダとの契約が必要です。※VPNルータオプション設定が必
要な場合、初期費用が別途必要となります。VPNルータオプション設定の内容、初期費用は弊社営業担当者へお問い合わせください。※工事の内容によっては別途初期費用が発生する場合があります。

フレッツ・
VPN プライオ

フレッツ
光ネクスト

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 24時間出張修理オプション
＋

7,700円×6拠点 46,200円
=

フレッツ・VPN プライオご利用料金

標
準
的
な

工
事
の
場
合

初
期
費
用

※工事の内容によっては、別途工事費が発生する場合があります。

※土休日に工事を実施する場合、左記に加え3,300円かかります。※年末年始に工事を実施する場合は、料金が異なります。



●お問い合わせ・ご相談はお気軽に
※パートナー企業さま向けVPN専用窓口（一元サポートセンタ）：ichigen_support_sier-ml@east.ntt.co.jp

https://business.ntt-east.co.jp/service/vpnprio/フレッツ・VPN プライオ

ユーザコミュニティ「NTT EAST Tech-Community for VPN」ホームページ　https://business.ntt-east.co.jp/support/tech-community/index.html

フレッツ・VPN プライオ
【サービス全般について】
●設備などのメンテナンスのため、サービスを一時中断する場合があります。
●設定変更やメンテナンス工事に伴い、サービスが一時ご利用できない場合があります。なお、工事完了後、VPNルータ（CPE）配下の端末機器などの再設定が必要な場合があります。
●フレッツ・アクセスサービスに故障が発生した場合、本サービスが提供可能であっても、復旧までに時間を要することがあります。
●お客さま側でVPN内のIPアドレス設計を行っていただく必要があります。ただし、一部のIPアドレス領域はグループ内および接続するネットワークにおいてご利用することができない
ものがあります。
●VPNの利用に伴うお客さま間のトラブルについて、弊社では一切関与いたしませんのであらかじめご了承ください。
●同一のアクセス回線で本サービスとひかり電話をご利用いただく場合、ひかり電話対応機器によっては本サービスをご利用いただけない場合があります。
詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。
●同一のアクセス回線で本サービスとIPv6インターネット接続を同時に利用する場合、接続形態によっては本サービスをご利用できないことがあります。
詳しくは弊社営業担当者にお問い合わせください。

2022年7月発行/東日本電信電話株式会社　ビジネス開発本部
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