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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

BIGLOBEが通話料
込みのコースを新設

Panasonic Hi-HOが料金を改定
固定コースは全国で利用可能に
Panasonic Hi-HO は10 月より、料金コー
スの変更を含めた大幅なサービス内容の改定

PIAFS2.1 に対応し、DDI ポケットのPHS か
らの64kbps 接続が可能となる。

BIGLOBE は10 月 1 日より、通話料込み
の「あわせて」コースを新設する。新しいコ

を開始する。10 月 16 日からは、通話料込み

Panasonic Hi-HO では今後のサービス強

ースは時間内までは通話料を含めて固定料

の料金コース「まとめTEL コース」を開始す

化策として、現在試験サービスを行っている

金となる料金体系で、1 時間、3 時間、10

る。月額基本料金は1,200 円で、4 時間まで

ADSL 接続への取り組みを進めていくほか、

時間の3 コースが用意される。また、同日

の通話料が含まれる。また、定額料金の「固

通常のアクセスポイントも年内に200 か所に

よりフレッツ・ ISDN 利用時のオプション料

定料金コース」の月額基本料金を1,800 円

増強していくとしている。

金を廃止する。これにより、プロバイダー料

に値下げするとともに、これまで30 か所に限
定されていたアクセスポイントをすべてのアク

金は月額 2,000 円（使いほーだいコース）だ

www.hi-ho.ne.jp

けでフレッツ・ ISDN の利用が可能となる。

Panasonic Hi-HO の新料金

セスポイント（144 か所）で利用できるよう

コース名

月額料金

制限時間

従量課金

に変更する。これに伴い、従来の「ぞんぶん

おてがる

500 円

3 時間

7 円/分

コース」
（月額 3,000 円、150 時間まで）の

じっくり

1,600 円

25 時間

7 円/分

コース名

月額料金

制限時間

会員は自動的に固定料金コースに変更され

固定料金

1,800 円

無制限

−

あわせて1

400 円

1 時間

10 円/分

る。また、PIAFS のアクセスポイントでは

まとめTEL

1,200 円

4 時間

9 円/分

あわせて3

1,000 円

3 時間

10 円/分

あわせて10

2,500 円

10 時間

10 円/分

DreamNetが
使い放題プランを値下げ

InfoSphereが
料金コースを改定

www.biglobe.ne.jp
BIGLOBE「あわせて」コース
従量課金

DreamNet は 11 月 1 日より、個人向けダ

InfoSphere は 10 月 1 日より、個人向け

KCOMが料金を改定
フレッツ・ISDNにも対応

イアルアップ接続サービスの料金を改定す

ダイアルアップ接続サービスの料金を改定

KCOM は 9 月より、ダイアルアップ接続

る。今回の改定では、固定料金プランの

する。全国型サービスの「InfoSphere Lite」

サービスの料金を改定した。すべてのコー

「スタンダードプラン」を月額1,980円に値

は月額 200 円の「InfoSpere Lite プチ」を

スにおいて初期費用は無料となり、従量課

下げし、名称も「ナイスドリーム」と変更

新設するとともに、C コースの月額基本料

金型の「タイプ A」と「タイプ B」の 2 コ

する。これに伴い、従来提供されてきた

を 3,000 円から 2,000 円に値下げする。ま

ースについては、月額 1,000 円で 12 時間ま

「ナイス 30」
（月額 1,980 円、月 30 時間ま

た、14 か所でサービス中の「InfoSphere

で利用可能な新「タイプ A」に統合した。

で）の利用者はナイスドリームに統合され

Xpert」については、メールの送受信は全

また、固定料金型の「タイプ S」について

る。また、午前1 時から午後10 時までの利

国 144 か所のアクセスポイントからの利用

は月額料金を 3,000 円から 2,500 円に値下

用については月額 1,480 円固定となる「デ

が可能となる。また、Lite と Xpert の両コ

げするとともに、フレッツ・ ISDN に対応

イマックスワイド」も新設される。

ースとも、メールの送受信についてのみ非

した専用の料金コース「タイプ F」（月額

課金となる専用のアクセスポイントが利用

1,980 円固定）も新設した。

www.dream.com

できる。

DreamNet の新料金
コース名

月額料金

制限時間

従量課金

0円

0 時間

7 円/分

M5

480 円

5 時間

7 円/分

エンジョイ10

980 円

10 時間

6 円/分

1,980 円

無制限

−

980 円

無制限※1

10 円/分

1,480 円

無制限※2

10 円/分

エントリー0

ナイスドリーム
デイマックス
デイマックスワイド

※1 ：20 〜8 時は従量課金
※2 ：22 〜1 時は従量課金

400

INTERNET magazine 2000/11

www.kcom.ne.jp

www.sphere.ad.jp

KCOM の新料金

InfoSphere の新料金
コース名

月額料金

制限時間

従量課金

Lite プチ

200 円

0 時間

Lite A コース

700 円

7 時間

5 円/分

Lite B コース

1,500 円

25 時間

5 円/分

Lite C コース

2,500 円

200 時間

5 円/分

Xpert

1,750 円

無制限

5 円/分

−

コース名

月額料金

制限時間

タイプE

500 円

3 時間

8 円/分

タイプA

1,000 円

12 時間

5 円/分

タイプS

2,500 円

無制限

−

タイプD

1,600 円

無制限※1

8 円/分

タイプF

1,980 円

無制限※2

−

※1 ：22 〜5 時は従量課金
※2 ：フレッツ・ISDN 専用
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ODNがまるごとプランを値下げ
20時間コースも新設
www.odn.ne.jp
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interQ が Cobalt RaQ3利用の
ホスティングサービスを開始
www.interq.ad.jp

ODN は9 月 1 日より、通話料込みの料金コース「まるごとプラン」

interQ は8 月 16 日、コバルト・ネットワークスとの業務提携を発

の料金を改定し、
「まるごと5」は月額 1,500 円から1,400 円（5 時

表し、ユーザーがサーバー（Cobalt RaQ3）を1 台専用で利用でき

間まで）に、
「まるごと10」は月額 2,500 円から2,350 円（10 時間

るホスティングサービス「interQ まるごとServer」の提供を開始し

まで）にそれぞれ値下げされた。また、新たな料金コースとして、月

た。料金はスダンダードプラン（メモリー64M バイト、ハードディス

額 4,700 円の「まるごと20」
（20 時間まで）も同日より追加された。

ク8G バイト）の場合で、月額 45,800 円となる。
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デルタインテグラルが
低価格の専用線サービスを開始
www.infini.ne.jp

PROVIDER

D
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IIJがIPv6ネイティブの
専用線接続サービスを開始
www.iij.ad.jp

デルタインテグラルは9 月より、月額 198,000 円の1.5Mbps 接続

IIJ は9 月 1 日より、専用線を使った
「IPv6 ネイティブサービス」を

サービス
「FAST ライト」と、フレッツ・ ISDN による月額 12,800 円の

開始した。従来 IIJ が提供してきたIPv4 によるトンネリング接続では

64kbps 接続サービス
「エコノミスト」を開始した。提供地域は、FAST

なく、直接IPv6 で接続するサービスとなる。提供速度は64k、128k、

ライトが東京 23 区、埼玉県川口市、志木市、千葉県松戸市、浦安市。

1.5M の3 種類。提供地域は当初は東京のみで順次拡大していき、料

エコノミストは東京都のフレッツ・ ISDN のサービスエリアとなる。

金は2001 年 3 月までは回線費用などを除き無料となっている。
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DIONが8月に続いて
コミコミコースを値下げ

PROVIDER

D

WAVE

フューチャー・メディア・ネットワークが
「@Dayレンタルサーバー」
を開始

www.dion.ne.jp

www.fm-net.ne.jp

DION は10 月 1 日より、通話料込みの「コミコミコース」の料金を

フューチャー・メディア・ネットワークは8 月 28 日より、ホスティング

改定し、
「レギュラー」を月額 2,400 円から2,350 円（10 時間まで）に、

サービス
「@Dayレンタルサーバー」を開始した。同サービスは初期費

「ロング」を月額 4,800 円から4,700 円（20 時間まで）に値下げする。

用が無料で、月額料金は「Cobalt RaQ3i」利用の標準プランで月額

同社が8 月 1 日に行ったコミコミコース「ライト」の料金改定（月額

42,000 円。利用期間に制限がなく、利用料金が実際の使用日数に応

1,200 円、4 時間まで）と合わせて、全コースが値下げとなった。

じて日割りで計算され、1日単位での契約が可能となる。
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日立がMega Wave Select対応の
パソコンを発売
floracity.hitachi.co.jp

www.megawave.ne.jp
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C&W IDCがホスティングサービスの
メニューを大幅強化
www.cwidc.com

日立製作所は9月20日より、衛星マルチキャスト配信サービス
「Mega

ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC は10 月 2 日より、ホスティング

Wave Select」に対応したデスクトップパソコン
「FLORA Mega Wave

サービスのメニューを拡大する。新サービスとしては、アプリケーシ

モデル」の販売を開始した。パソコン本体（CPU：K6-2 500MHz）に

ョンをインストールできる「エキスパート」
（月額 98,000 円）
、デー

加え、15 インチディスプレイとMega Wave Select 対応ボード、受信

タベースサーバーを追加する「データベースパッケージ」（月額

用アンテナ付きで99,800 円という低価格なモデルとなっている。

248,000 円〜）のほか、デジタル証明書申請代行などが追加される。
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東西NTTがVPNサービス
「フレッツ・オフィス」を開始
www.ntt-east.co.jp/flets/
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WebARENA Suiteが
基本ディスク容量を倍増

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

NTT 東日本とNTT 西日本は9 月 12 日より、地域 IP 網を利用して

web.arena.ne.jp/suite/

NTTPC コミュニケーションズは9 月1 日より、
「WebARENA Suite」

VPN が構築できる「フレッツ・オフィス」を開始した。同サービスは

のディスク容量を25M バイトから50M バイトに倍増した。また、法

企業から地域 IP 網への接続を提供するもので、社員が自宅からフレ

人向けサービスの月額料金を5,800 円から4,300 円に値下げするとと

ッツ・ISDN 経由で企業内LAN にアクセスするといった利用が可能と
なる。料金は、地域 IP 網に1.5Mbps 接続の場合で月額 38,500 円。

もに、従来の「個人」
「法人」という種別を、
「クレジットカード」
「請求書・口座振替」という支払い方法による種別に変更した。
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