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アニメ

個人契約の衛星放送、
ケーブルテレビ、ＩＰＴＶなど

発覚すると・・・

無断上映が発覚すると刑事罰（3億円以下の
罰金）及び民事上の損害賠償責任等が発生
する場合がございます。

￥
￥￥

￥

個人契約の放送や市販のＤＶＤを法人および業務
用に利用すること（無断上映）は出来ません。

市販のBD,DVD

快適なインターネットで社内環境を整備したい。
映像サービスを活用して顧客満足度向上を図りたい。
もちろん信頼性やセキュリティは重視したい。

BUSINESSぷららはあなたのビジネスを応援します。

お申込は、ホームページまたは書面にて受け付けております。
本紙裏面の「BUSINESSぷららへのお問い合わせ」までお気軽にお問い合わせください。

お客さまの預金口座から毎月自動的に料金をお支
払いいただく方法です。

弊社指定のコンビニエンスストアにて料金をお支
払いいただく方法です。領収書が必要な場合はこ
ちらをご利用ください。

NTTファイナンスが発行する、NTT東日本・NTT
西日本のいずれかの請求と合算してお支払いいた
だく方法です。

口座振替 月額請求書払い 電話料金合算サービス

など全てのジャンル「ニュース」「国際放送」

「ニュース」「国際放送」

店舗等における
キッズ用のスペースに

スポーツバーで！ ホテルの個室で！ロビー・ラウンジで！ 学校・教室で！キッズルームで！

飲食店、バーなどでの
放映用に

オススメCh

「スポーツ」 「音楽」

学校の授業用コンテンツに

オススメCh

「ニュース」「国際放送」

客室のテレビサービスに

オススメCh

ホテル、病院、
企業の受付等に

オススメCh

「スポーツ」 「音楽」
オススメCh

「アニメ・キッズ」

あなたのビジネスの
サポートを。

法人向け
インターネット・映像サービス

BUSINESSぷらら

■お申し込み方法

■お支払い方法

映像サービス

「ひかりＴＶ for Business」とは企業・学校・団体など法人のお客さまに、
国際・ニュース・スポーツ・アニメ・音楽など、様々なジャンルの専門チャンネ
ルを、フレッツ光回線経由でご提供するサービスです。
視聴したいチャンネルを、チャンネル単位でお申込みいただけます。

「ひかりＴＶ for Business」はそんな
権利処理問題をクリアしていますので、
安心してご利用ください！

※地上デジタル放送およびBSデジタル放送の提供はございません。

ご利用シーン

など 3チャンネル など 5チャンネルなど 7チャンネル など 5チャンネルなど 8チャンネル

おすすめチャンネル

アニメ・キッズ スポーツ 国際放送 ニュース 音楽

本チラシの内容は2022年7月現在のものです 2022.07

○表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて
税込です。○掲載されている会社名、商品名は、各社
の商標または登録商標です。○本チラシから許可な
く転記、複写することを固く禁じます。

電気通信事業者登録番号 第74号

お申込み・お問い合わせ先

＊電話番号をお確かめの上、お間違いのないようお願いいたします。

＜お問い合わせ先＞BUSINESSぷららサポートセンター
 009192-123（通話料無料）
［受付時間：午前10:00～午後6：00 月曜～金曜（祝日・年末年始を除く）］
■携帯電話・公衆電話からご利用の場合：03-5954-7257（通話料有料）
■ひかり電話からご利用の場合：0120-971993（通話料無料）
■E-mail：houjin@plala.or.jp
※電話番号をお確かめの上、お間違いのないようお願いいたします。



＊ 上記の対応回線は一部のみ掲載しています。詳細はBUSINESSぷららホームページをご確認ください。
＊ インターネット接続サービスはベストエフォート型サービスです。ネットワークが混雑した場合などには通信速度が低下する場合があり、速度を常に保証するものではありません。
＊ NTT東日本／NTT西日本の通信回線のご契約、必要機器のご準備はお客さまでお手配ください。
＊ サービス提供エリアはNTT東日本／NTT西日本のフレッツ回線の提供エリアに準じます。

※1 インターネット接続サービスが1契約のお客さまの場合、メールアドレスの2個目以降は有料となります。※2 BUSINESSぷららでご利用のメールアドレスに付加してご利用いただけます。
※3 通信料金は別途発生します。各通信事業者からの請求となります。※4 ご契約のコースによってはオプションサービスをご利用いただけない場合があります。詳細はBUSINESSぷららホ
ームページをご確認ください。※5 ご利用にあたっては、事前にお客さまご自身で設定が必要となります。※6 お申込のタイミングや複数契約の同時申込等、即日発行をお受けできない場合
もあります。

ぷらら「M・Broad」 マンション様向けインターネット接続サービス

ADDITIONAL
OPTION

インターネット接続サービス オプションサービス

カスタマイズメニュー

BUSINESSぷららの提供するインターネット接続各種コースは、NTT東日本／NTT西日本のフレッツ光、フレッ
ツ・ADSL、フレッツ・ISDN回線に対応しています。なおインターネット接続サービスをご利用のお客さまは、有
料オプション「メールアドレス」を1IDにつき1個無料でご利用いただけます（1IDにつき2個目以降は有料です）。

ビジネスに欠かせないインターネットには、迷惑メール、ウイルス、メール改ざん、なりすましサイト等、数多く
の脅威が存在します。BUSINESS ぷららでは、インターネット接続サービスをご利用のお客さまに、自社サー
バの構築に必要となる「固定 IP アドレス」や「独自ドメイン」、セキュリティを向上する各種サービス等、インター
ネットをより便利に使っていただけるオプションサービスを提供しています。

マンション管理組合さまやゼネコンさま、オーナーさま向けにイ
ンターネットサービスを提供し、入居者さまの快適なインターネッ
トライフの実現をサポートします。ぷららの多彩なオプション
サービスをご利用いただけます。

無料オプションサービス

有料オプションサービス ( 別途お申し込みが必要になります )

煩雑なメールアドレスの発行、管理もBUSINESSぷらら
なら簡単！豊富なオプションメニューも併せてご利用くだ
さい。「独自ドメイン登録管理」有料オプションの併用によ
り、「お好きなアカウント@ドメイン名」のようなアドレスを
ご利用いただけます。

メールアドレス (1 個目 )※1
ぷらら独自のメールアドレス

携帯電話やブラウザからメールの送受信を行えるサービ
スです。メールアドレスとメールパスワードでログインし、
外出先や移動中に手軽にメールを利用できます。

WEBメール※2
いつでもどこでもメールチェック

取得したドメイン名をメールアドレス等にご利用いただく
ことで企業の信頼性アップ！「企業名.co.jp」や「商品名.
com」を取得すればビジネスがさらにスムーズになりま
す。BUSINESSぷららでご利用いただくメールアドレスや
固定IPに紐づけてご利用いただけます。

独自ドメイン登録管理
メールアドレス等に活用

グローバルIPアドレスを固定的に割り当て、オフィス間通
信のセキュリティを高める等、便利にご利用いただけま
す。1/8/16/32/64/128/256個よりお選びください。
なお、固定IP1については、業界最速水準の即日発行が可
能です。

固定 IP アドレス※4※6
自社専用の IP アドレス

ブロードバンド回線（フレッツ光、フレッツ・ADSL）を利用
し、1チャネル分の発信および着信ができるIP電話（050
番号）サービスです。安価・簡易に導入できるため、SOHO
や小事業所（現場、店舗）を構えているお客さまに最適で
す。

ビジネスぷららフォン for フレッツ レギュラープラン※4
通話料がお得

お客さまのWeb閲覧において、URLフィルタリングによ
る閲覧規制を実現します。

WEB ゲートウェイ
総合 WEB セキュリティサービス

セキュアで便利にメールをご利用いただけます。
「迷惑メール振り分け」：スパムメールを自動で振り分けたり、条件
を設定して迷惑メールに振り分けたり振り分けられないようにし
たりする。
「転送」：特定の条件でメールを転送する
「自動応答」：特定の条件でメールを自動で返信する

迷惑メール振り分け / 転送 / 自動応答※2※5
多機能なメールフィルター

光ファイバーによる
高速インターネット

※一部オプションサービスを毎月一定額まで無料でご利用いただけるサービスです。

バリエーション豊富な
オプションサービス
バリエーション豊富な
オプションサービス

ご利用の端末にインストールしご利用いただくウイルス
対策ソフト「ウイルスバスター」を月額課金で提供する
サービスです。メールウイルスチェックサービス「ウイルス
チェック for Business」等との組合せによりご利用の端
末等のセキュリティを強化いただけます。

ウイルスバスター for Business Plala
PC インストール型ウイルス対策サービス

悪意あるプログラム（スパイウェア）を検知し、隔離及び削
除を行うウイルス対策ソフト「アンチマルウェア
(AntiMalware)」を月額課金で提供します。管理者機能に
より複数クライアントを一括管理することができます。

アンチマルウェア for Business Plala
PC インストール型スパイウェア対策サービス

※本サービスは、トレンドマイクロ株式会社とお客さまとの使用許諾契約を条件と
して提供するサービスです。

※本サービスは、株式会社アークンとお客さまとの使用許諾契約を条件として
提供するサービスです。

お客さまの送受信メールに対し、ぷららサーバ上でウイル
スの検知および削除を自動的に行います。送信メールもウ
イルスチェックすることで、誤ってウイルス付メールを送っ
て送信先に迷惑をかけることがなくなります。

ウイルスチェック for Business※2
送受信メールのウイルスをチェック

本サービスとS/MIME対応メールソフトを組み合わせること
で、電子署名によるメール送信者の「なりすまし」を防止し、メー
ル本文の「改ざん」を検知します。暗号化によりメール内容の
「盗み見」も防止し、高いメールセキュリティを実現できます。

電子証明書発行※2
電子メール単位の身分証明書

※本サービスは、マカフィー株式会社との業務提携により提供するサービスです。
※本サービスは、デジサート・ジャパン合同会社とお客さまとの使用許諾契約を条
件として提供するサービスです。

フリーチケット対応※

「簡易URLフィルタ」・「パケットフィルタ」・「Winnyフィル
タ」の3種類の機能で、有害ホームページのブロックや、不
正な通信からお客様を保護することができます。ぷららの
ネットワーク上で実現されるため、お客さまの端末に専用
ソフトをインストールする必要はありません。

ネットバリアベーシック※4
有害ホームページをブロック、不正通信から保護

IP 電話 (050 番号 )
サービス

IP 電話 (050 番号 )
サービス 有料

フレッツ光 対応回線

フレッツ光ファミリータイプ対応コース

フレッツ・ADSL 対応回線

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 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・ギガラインタイプ

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 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼

フレッツ 光ライト ファミリータイプ

IPV6 対応

IPV6 対応

IPV6 対応

IPV6 対応

IPV6 対応

対応
回線名

フレッツ光マンションタイプ対応コース

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 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・ギガラインタイプ

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 マンション・スーパーハイスピードタイプ隼

フレッツ 光ライト マンションタイプ

IPV6 対応

IPV6 対応

IPV6 対応

IPV6 対応

IPV6 対応

対応
回線名

フレッツ光ビジネスタイプ対応コース

フレッツ光ネクスト　ビジネス対応回線名

プライオ 1 プライオ 10 タイプ対応コース

フレッツ光ネクスト　プライオ 1
フレッツ光ネクスト　プライオ 10

対応回線名

フレッツ光ネクスト
フレッツ光クロス

対応回線名

フレッツ・ADSL 対応コース

フレッツ・ADSL
（モアスペシャル、モア III、モア II、モア 40、
 モア 24、モア、8M、1.5M、エントリー）

対応回線名

フレッツ・ADSLビジネスタイプ対応コース

フレッツ・ADSL・ビジネスタイプ対応回線名

フレッツ光クロス対応回線

【IPoE のみ】フレッツ光固定 1

フレッツ光クロス対応回線名

【IPoE のみ】フレッツ光クロス動的

その他 フレッツ・ISDN 対応コース フレッツ・ISDN対応回線名


