
 
 
 

News Release  
 

平成 23 年 5 月 25 日 

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

「メガ・エッグ光キャンペーン」の期間延長および新サービス開始について 
～お得なキャンペーンが続く！ 光電話，ＷｉＭＡＸに新サービス登場！～ 

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ（略称：エネルギアコム，取締役社長： ，

本社：広島市）は，光インターネットおよび光電話の初期工事費，月額料金，機器レンタル料等

がお得になる「光でかいけつ！メガ・エッグ光キャンペーン」を実施しておりますが，ご好評に

つき，キャンペーン期間を平成 23 年 7 月 31 日まで延長します。 

また，新サービスとして，「光電話２回線サービス」および「ＷｉＭＡＸサービス（シングル

フラット２年コース）」を６月１日から提供開始します。 

【キャンペーン概要】 （金額は全て税込みです。） 

● メガ・エッグ ファイバーは初期工事費無料！月額料金も１年間おトク！  

セキュリティソフト標準装備の「ファミリーコース」は月額料金が１年間 1,995 円割引！ 

 初期工事費 月額料金 

 通常料金 
キャンペーン

料金 
通常料金 

キャンペーン 
料金（1 年間） 

スタンダード
コース 

23,100 円 無料 5,565 円 4,095 円 

ファミリー 
コース 

23,100 円 無料 6,090 円 4,095 円 

ファミリー 
コースプラス 23,100 円 無料 6,595 円 4,600 円 

● メガ・エッグ 光電話は NTT 電話基本料が不要！加入者間通話料も無料！  

キャンペーン中は基本工事費が無料！更に，「ファミリーコース」又は「ファミリーコー

スプラス」なら，機器レンタル料も１年間無料！ 

 初期工事費＊１ 機器レンタル料（月額） 

 通常料金 
キャンペーン

料金 
通常料金 

キャンペーン
料金（１年間） 

メガ・エッグ 
光電話 

3,150 円 無料 420 円 無料*2 

 *1 NTT 番号を継続利用される場合は，番号割当手数料 2,100 円と休止工事費 2,100 円（NTT 西日本から別途ご請求）が必要です。 

*2 メガ・エッグ ファイバー，光マンションのファミリーコースまたはファミリーコースプラスと同時に新規加入された場合に適用となります。 

●その他のキャンペーンにつきましては，別紙をご覧ください。 

 



【新サービス概要】 （金額は全て税込みです。） 

● 光電話２回線サービス 

これまで，メガ・エッグ 光電話は電話回線１回線での提供でしたが，このたび新たに「光

電話２回線サービス」をご提供します。 

「光電話２回線サービス」では，１つの電話番号で２回線同時に通話することが可能に

なり，店舗や事務所などで，お客さまからの電話を逃したくないといった方にお勧めのサ

ービスです。 

また，オプションで「プラスナンバーサービス」をお申し込みいただくと，２つの電話

番号を持つことが可能となり，自宅用と仕事用の電話番号を分けたい方や，電話とＦＡＸ

を別々の番号にしたい方にお勧めです。 

サービス提供開始 平成２３年６月１日 

初期費用（税込み）

基本工事費：3,150 円（新規加入，プラン変更） 

※NTT 番号を継続利用される場合は１番号につき番号割当手数料 2,100 円と１回線につき休

止工事費 2,100 円（NTT 西日本から別途ご請求）が必要です。 

月額料金（税込み）

基本使用料：525 円 

機器レンタル料：420 円 

オプション利用料 

プラスナンバー利用料（２番号ご利用の場合）：105 円 

 その他のオプションについてはメガ・エッグホームページにて 

ご確認ください。 

※別途，ユニバーサルサービス料が必要です。 

対象のお客さま 「メガ・エッグ 光電話」サービス提供エリアのお客さま 

申込方法 メガ・エッグホームページにてご確認ください。 

詳しくは，メガ・エッグホームページ（http://www.megaegg.jp/）にてご確認ください。 

 

 

 

 



●ＷｉＭＡＸサービス（シングルフラット２年コース） 

メガ・エッグでは，平成２３年４月からＷｉＭＡＸサービスとしてＷｉＭＡＸエリアと

３Ｇエリアの両方で利用可能な「３Ｇハイブリッドシンプルコース」をご提供中ですが，

このたび，エリア拡大中のＷｉＭＡＸエリアのみで使える「シングルフラット２年コース」

を，お得な定額制料金でご提供します。 

 提供端末は持ち運びに便利なルータータイプで，パソコン，ゲーム機などの Wi-Fi 対応

機器で高速インターネット接続が可能となります！ 

サービス提供開始 平成２３年６月１日 

初期費用（税込み）
契約事務手数料：2,835 円 

端末購入費用：オープン価格 

月額料金（税込み） 基本使用料：3,880 円（定額） 

サービスエリア 
ＵＱコミュニケーションズ株式会社のＷｉＭＡＸサービスエリア
(政令指定都市および４７都道府県の県庁所在地) 

通信速度 

下り最大 40Mbps 

上り最大 10Mbps 

※記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありませ

ん。また，当サービスはベストエフォート型サービスのため、一定の通信速度を保

証するものではありません。通信環境により速度が変化します。 

提供端末 

モバイルルータタイプ（URoad-9000） 

 

申込方法 メガ・エッグ ホームページよりお申し込みいただけます。 

【キャンペーン特典】 
端末価格 6,500 円(税込み)で提供 
期間：6 月 1 日～7 月 31 日 

※本サービスの最低利用期間は 2年で，2年単位の自動更新契約となります。途中解約の場合は，契約 
解除料 9,975 円が必要です。 

※本サービスは，ＵＱコミュニケーションズ株式会社（代表取締役社長：野坂章雄,本社：東京都港区）
が提供するインフラを利用し，当社がＭＶＮＯ（仮想移動体通信事業者）としてお客さまに提供します。 

詳しくは，メガ・エッグホームページ（http://www.megaegg.jp/）にてご確認ください。 

 

 エネルギアコムは今後も，お客さまの喜びとご満足を第一に考え，メガ・エッグをはじめ

とする各種サービスの充実を図ってまいります。 

以 上 

 
本件に関するお問い合わせは，下記までお願いします。 

【報道機関の方】 

   総務部  船津・山領  TEL 050－8201-1337 

【お客さま】 

  お客さまセンター TEL  0120－933－039 

 

 

 



 

別紙 

その他の主なキャンペーンについて 

  

●初心者も安心！設定などに困ったら「訪問セットアップサービス」キャンペーン実施中！  

面倒なパソコンやセキュリティソフトの初期設定などを専門スタッフが訪問サポート。       

設 定 通常 キャンペーン 

内 容 
料金 

スタンダード・ 

ファミリーコース 

ファミリー 

コースプラス 

「インターネット」設定コース 

インターネット開通作業*1 
7,140 円 2,100 円 無料 

「インターネット＋光電話」設定（有線）コース 

インターネット開通（有線ルータの設定）作業*1，メガ・エッグ 光電話開通作業
9,240 円 4,200 円 無料 

「インターネット＋光電話」設定（無線）コース 

インターネット開通（無線ルータの設定）作業*1，メガ・エッグ 光電話開通作業
14,280 円 7,140 円 無料 

「インターネット＋セキュリティ」設定コース 

インターネット開通作業*1，セキュリティソフト導入*2 
10,290 円 5,250 円 無料 

「インターネット＋光電話」（有線）＋「セキュリティ」設定コース 

インターネット開通（有線ルータの設定）作業*1，メガ・エッグ 光電話開通作業，

セキュリティソフト導入*2  

12,390 円 7,350 円 無料 

「インターネット＋光電話」（無線）＋「セキュリティ」設定コース 

インターネット開通（無線ルータの設定）作業*1，メガ・エッグ 光電話開通作業，

セキュリティソフト導入*2 

17,430 円 10,290 円 無料 

*1 パソコンまたはゲーム機 3台までとなっています。（ただし，有線・無線の接続形態，周辺機器等の状況によって異なる場合があります。） 

*2 ファミリーコース標準ソフトの「マカフィー」の設定作業（パソコン 1台のみ）になります。 

 

●インターネットをより楽しく便利に！メガ・エッグならではのおトクな特典提供中！ 

メガ・エッグでは，会員限定のおトクな特典を受けられるサービス紹介や会員限定プレゼン

トを実施しております。 

  メガ・エッグ会員限定特典 

オートアルバム （アルバム自動作成） ・2GB までの写真保存が「ずっと無料」*3 

オンラインラボ （写真プリント） 
・プリント料が特別価格*4 

・クーポン利用で送料無料 

フォトゲット （写真共有・交換） ・かんたん MYBOOK のご利用で利用価格から 10％OFF 

ＤＭＭ.com （ネット宅配レンタル） ・初月のみ無料＆レンタル枚数８枚⇒１２枚 

ＡＬＳＯＫ （インターネット警備） ・月額料金が 2 ヶ月間無料 

e-denpo （電報サービス） ・電報料金が会員限定割引価格*4 

*3 アルバム作成費用が別途必要です。  

*4 詳しくはメガ・エッグ ホームページをご覧ください。 

 

 メガ・エッグでは，このほかにも光インターネットを，より楽しく，より便利にご利用い
ただけるよう，さまざまなサービス・会員限定特典を提供しております。詳しくは，メガ・
エッグホームページにてご確認ください。 

以 上 
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