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PROVIDER WAVEでは、プロバイダーの新
サービスや料金改訂、キャンペーンに関するニ
ュースを紹介します。

X PROVIDER WAVE
今月のプロバイダーニュース

IP接続サービスが提供地域を拡大
プロバイダー各社も対応サービスを開始
ISDN からの接続が使い放題になる、NTT

も開始される。InfoSphere は6 月

の「IP 接続サービス」が5 月 11 日より月額

1 日より、固定 IP アドレスを割り

4,500 円に値下げされ、提供地域も東京 23

当てる「InfoSphere Biz IP1/IP8」

区内全域と大阪府の市部全域に拡大された。

を開始する。料金はそれぞれ月額

これにともなって、プロバイダー側の動きも

4,800円（IP1）と6,800円（IP8）
。

活発になってきている。料金改定やIP 接続

また、D T I の法人向けサービス

サービス向けのコースを新設したのは、AIR

「DTI-Magic」でも、5 月 11 日よ

インターネット、 B I G L O B E 、 D T I 、

りIP 接続サービスをアクセスライ

InfoSphere、 OCN、 Panasonic Hi-HO、

ンとして使うサービスを開始した。

WAKWAK、ぷららの8 社で、いずれも実質

こちらは固定 IP アドレスなしの場

上の値下げとなっている。さらに、リムネッ

合で月額 1,480 円、固定 IP アド

トが6 月中旬より（月額 1,000 円）
、マスタ

レスありの場合で月額 4,980 円の

ーネットが7 月より（月額 400 円）サービス

オプション料金となる。

の開始を予定しているほか、So-net も7 月か

www.ntt-east.co.jp/teigaku/
（NTT 東日本）

ら月額 2,000 円の追加で利用できる予定。

www.ntt-west.co.jp/ipliszt/ip/

IP 接続サービスを使った法人向けサービス

So-netが接続サービス
の料金を値下げ

（NTT 西日本）

IP 接続サービス対応プロバイダー（個人向け）
プロバイダー名
月額料金
URL
@nifty
3,000 円 www.nifty.com
AIRインターネット
1,800 円 www.airnet.ne.jp
ALLESNET
1,700 円 www.alles.or.jp
ASAHI ネット
450 円 www.asahi-net.or.jp
AT&T WorldNet
2,000 円 www.att.ne.jp
BIGLOBE
2,200 円 www.biglobe.ne.jp
DTI
2,900 円 www.dti.ad.jp
Highway Internet
3,000 円 www.highway.ne.jp
IIJ4U
3,000 円 www.iij4u.or.jp
InfoSphere
2,000 円 www.sphere.ne.jp
interQ
1,850 円※ members.interq.or.jp
JustNet
1,950 円 www.justnet.ne.jp
MACインターネット
4,500 円 www.macnet.or.jp
OCN
2,000 円 www.ocn.ne.jp
ODN
2,500 円 www.odn.ne.jp
Panasonic Hi-HO
2,000 円 home.hi-ho.ne.jp
SANNET
1,980 円 www.sannet.ne.jp
So-net
5,000 円 www.so-net.ne.jp
STAR-Internet
3,000 円 www.starnet.ad.jp
VC-net
2,500 円 www.vc-net.ne.jp
WAKWAK
800 円 www.wakwak.com
ZOOT
1,000 円 www.il24.net
インターネットWIN
5,000 円 www.win.ne.jp
東京電話インターネット
1,750 円 www.dup.ttcn.ne.jp
ぷらら
780 円 www.plala.or.jp
※150 時間以降は3 円/分、上限 4,800 円

DDIポケットが
接続サービスを開始

So-net は 6 月 1 日より、個人向け接続サ

DDI ポケットは 5 月 16 日より、インター

衛星インターネット接続
MegaWaveが終了
NTT サテライトコミュニケーションズは

ービスの料金を改定する。
「とことんコー

ネット接続サービス「PRIN」を開始した。

5 月 18 日、個人向けの衛星インターネット

ス」については、基本料金内での利用可能

DDI ポケットのPHS からの32/64kbps 接続

接続サービス「Mega Wave」についての

時間が 30 時間から 100 時間に、
「ぱわふる

に対応し、使用にあたってはオンラインサ

新規加入の受け付けを停止し、9 月 30 日に

コース」については基本料金が 3,000 円か

インアップなどの手続きは不要で、共通の

サービスを終了することを発表した。企業

ら 2,500 円に、基本料金内での利用可能時

ID とパスワードを使って接続する。料金は

向けの衛星イントラネットサービス

間が 150 時間から 300 時間にそれぞれ変更

1 分15 円の完全従量制で、PHS の通話料に

「Mega Wave Pro」は継続される。現在

される。また、
「ぽけっとコース」以外の

合算して請求される。また、同サービスは

の利用者については、受信機器の購入代金

コースについて、従量課金が3 分10 円から

インターネットへの接続のみを提供するた

の一部を補償するとしている。

1 分 3 円に変更される。

め、メールアドレスなどは用意されない。

また、同社では今後は個人向けのサービ

www.so-net.ne.jp

www.prin.ne.jp

スとして、ストリーミングを中心としたコ

So-net の新料金コース

PRIN のサービス概要

ン テ ン ツ を 配 信 す る 「 Mega Wave

料金コース

月額料金

制限時間 従量課金

ぽけっとコース

500 円

1 時間

1 円/分

わくわくコース

1,000 円

5 時間

3 円/分

とことんコース

2,000 円

100 時間

3 円/分

ぱわふるコース

2,500 円

300 時間

3 円/分

スーパーとことんコース

5,000 円

無制限
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接続料金

15 円/分（通話料込み）

通信速度

32kbps/64kbps

接続先電話番号

0570-570-011（全国共通）

ユーザー名

prin

パスワード

prin

DNS1

210.196.3.183

DNS2

210.141.112.163

Select」
（仮称）を、6 月 1 日より無料の試
験サービスとして開始する。現在のところ
36社のコンテンツについて配信を予定して
いるほか、SKY PerfecTV!で放送中の番組
についても配信を行っていくとしている。
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www.megawave.ne.jp
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IIJがファイアウォール管理サービス
「セキュリティースタンダード」
を拡充
www.iij.ad.jp
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ぷららが法人向けサービスで
料金割引キャンペーンを実施
biz.plala.or.jp

IIJ は5 月 11 日より、ファイアウォール管理サービス「IIJ セキュリ

ぷららネットワークス（旧社名ジーアールホームネット）では5 月 1

ティスタンダード」のサービスを拡充し、新たに約3000 ユーザーまで

日より、法人向け接続サービスの料金割引キャンペーンを実施してい

対応可能となる品目「FireboxII plus」を追加した。初期費用は12

る。キャンペーン期間は6 月 30 日まで。割引となるのは、ビジネスセ

万円、月額費用は9 万円（従来の300 ユーザーまでの品目は6 万円）

ット（年額 25,200 円が21,000 円に）とビジネスプラスセット（年額

となっている。

72,000 円が60,000 円に）の2 コース。
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CPIがデータベース連動
ショッピングカートに対応
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DreamNet がショッピングサイト
「Dream Market Place」
を開始

im.cpi.ad.jp

www.dreamnet.ne.jp/shopping/

ホスティングサービスを提供しているCPI では、データベース連動

DreamNet は4 月 13 日より、オンラインショッピングサイト

のショッピングカートプログラムの提供を開始した。カートの中身を

「Dream Market Place」を開始した。5 月現在で50 店以上のショッ

リアルタイムで表示でき、送料などの設定もできるのが特徴となって

プがあり、DreamNet 会員以外でも利用可能。商品検索のページで

いる。同サービスは「Company3」以上のプランでサポートされ、別

は、サイト内の全商品をジャンルや価格帯などから検索できる点が大

途費用なしで利用できる。

きな特徴となっている。
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ザクソンインターネットが
全国エリアサービスを開始
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無料接続プロバイダー
フリージャパンドットコム開始

www.xaxon.ne.jp

www.freejpn.com

ザクソンインターネットは4 月26 日より、月額480 円で3 時間まで

シークネットは6 月20 日より、無料接続プロバイダー「フリージャ

利用できる「全国エリアサービス」を、全国 134 か所のアクセスポイ

パンドットコム」を開始する。同サービスは専用接続ソフトを使って

ントで開始した。初期費用はオンラインサインップの場合は無料で、

広告を配信することにより、接続サービスを無料で提供するもの。現

3 時間以上の従量課金は3 円/分。サービス内容としては、メールア

在、同社のホームページ上で、専用接続ソフトの先行申し込みを受

カウント1 つとホームページエリアが50M バイト用意される。

け付けている。
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ドルフィンインターネットが
低価格サービスを開始
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ネスク・インターネットが
PacketOneのアクセスに対応

www.din.or.jp

www.nsk.ad.jp

ドルフィンインターネットが低価格サービスを6 月 1 日より開始す

ネスク・インターネットがは、日本移動通信（IDO）とDDI セルラ

る。新たに追加されるのは月額 3 8 0 円で 5 時間まで接続できる

ーグループが全国で提供しているcdmaOne のパケット通信サービス

「PLAN380」
、月額 780 円で10 時間まで接続できる「PLAN780」
、

「PacketOne」の接続を4 月20 日から開始した。今回の接続により、

月額 1,180 円で20 時間まで接続できる「PLAN1180」の3 種類で、

ネスクの接続会員は「PacketOne」対応携帯電話機の利用により追

いずれも超過分の従量課金は3 円/分となっている。

加料金なしで最大 64kbps の通信速度でアクセスが可能になる。
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中部圏でDSL接続サービスを提供
する名古屋めたりっく通信が設立
www.mmtr.or.jp
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MEXがギガビットイーサ接続の
ハウジングサービスを開始
www.mex.ad.jp

中部圏でDSL 接続サービスを提供する「名古屋めたりっく通信」

メディアエクスチェンジ（MEX）では6 月 1 日より、ハウジングサ

が設立される。同社は東京地区ですでにDSL 試験サービスを提供し

ービスでは日本初となるギガビットイーサネット接続サービスを開始

ている東京めたりっく通信と、名古屋のプロバイダーであるももたろ

する。ハウジングされているサーバーを、レイヤ3 スイッチによる

うインターネットのジョイントベンチャーとして発足するもの。当初

1Gbps のイーサネットによりMEX のバックボーンに接続するもので、

は名古屋で今秋を目途にサービスを開始する予定となっている。

価格体系などについては現在検討中となっている。
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