News Release

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

平成 26 年 8 月 28 日
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実施～
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ （本社：広島市，取締役社長：熊谷

，略称：エネコム）は，

「メガ・エッグ モバイル 4Ｇフラットコース（ＹＭ）」の提供を平成 26 年 9 月 1 日より開始いたします。
「メガ・エッグ モバイル 4Ｇフラットコース（ＹＭ）」は
Ｇフラットコース（ＹＭ）」 3Ｇ，ＬＴＥに加えＡＸＧＰ※1 が利用可能な高速モバイ
ルサービスを 2 年間の利用契約により定額で利用できるプランです。ＡＸＧＰ対応のエリアでは
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110Mbps
の高速通信が利用可能です。
110Mbps※2 の高速通信が利用可能です。
今回のサービス開始に合わせ，最新
最新の
最新のモバイルＷｉ－Ｆｉルータを数量限定で提供します。本端末には,
モバイルＷｉ－Ｆｉルータを数量限定で提供します。
テレビ視聴機能を搭載していないスマートフォンやタブレットなどでも，テレビ視聴を可能にする
テレビ視聴を可能にするテレビチュ
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また,本ルータの補償サービス「安心サポート」※3 に加入のお客さまは，安心サポート月額料金 300 円が
最大 6 ヶ月無料，月額利用料を 24 ヶ月 735 円割引となるキャンペーン（期間：平成 26 年 9 月 1 日～平成
26 年 11 月 30 日）を実施いたします。
さらに，メガ・エッグ
さらに，メガ・エッグご契約の方は
メガ・エッグご契約の方は，
ご契約の方は，通常月額利用料 3,696 円が 219 円/月セット割引となり 1～6 ヶ月目
は月額利用料 2,742 円（7～24 ヶ月目は月額利用料 3,042 円）でご利用いただけます。
エネコムは今後も，お客さまがより一層喜びと感動を覚えていただけるよう，メガ・エッグをはじめとする各
種サービスの価値向上に努めてまいります。
※1 ＡＸＧＰとは，通信方式のひとつであり，下り（受信時）最大 110Ｍｂｐｓ※2，上り（送信時）最大 10Ｍｂｐｓ※2 となります。
※2 最大通信速度は,ベストエフォート方式に基づく技術規格上の最大値であり，実効速度として保証するものではありません。
※3 安心サポートは, ご利用のモバイル端末が故障したときの修理サポートサービスです。なお，メガ・エッグモバイル新規加入時のみ申し込み可
能なサービスです。
● 「4G」という表現は，第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサー
ビス名称として使用しています。
● 表示料金は全て税抜きです。

【別紙】
1．「メガ・エッグ モバイル 4Ｇフラットコース（ＹＭ）」の概要
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】

営業本部
TEL 050-8201-1566
（担当：佐伯，木佐）
【一般のお客さま】 お客さまセンター TEL 0120-505-898

別紙 1

「メガ・エッグ モバイル 4Ｇフラットコース（ＹＭ）」の概要
Ｇフラットコース（ＹＭ）」の概要
1．提供開始日
平成 26 年 9 月 1 日（月）
〔表示料金は全て税抜き〕

2．サービス概要
通信速度

通信速度：下り（受信時）最大 110Ｍｂｐｓ/上り（送信時）最大 10Ｍｂｐｓ

※１

モバイルＷｉ－Ｆｉルータ(型番：303ＨＷ)
※端末カラーはダークシルバーとなります。

端 末

契約条件

最低利用期間（契約期間）：2 年（自動更新）※２

※１ 記載の速度は「AXGP」エリアでの通信速度です。最大通信速度はベストエフォート方式に基づ
く技術規格上の最大値であり，実効速度として保証するものではありません。
※２ 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。更新月（契約期間
満了後の1ヶ月間）を除いて，契約途中で解約の場合は，契約解除料が必要です。
●

「4G」という表現は，第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの呼称を認めるという
国際電気通信連合（ITU）の声明に基づきサービス名称として使用しています。

3．キャンペーン内容
キャンペーン内容
期間

〔表示料金は全て税抜き〕

平成 26 年 9 月 1 日（月）～ 平成 26 年 11 月 30 日（日）

対象者

・期間中に「4Ｇフラットコース（ＹＭ）」にご加入いただいた方・・・特典①
・新規加入時に「安心サポート」にご加入いただいた方・・・・・・・特典②

特典①

モバイルＷｉ－Ｆｉルータ（型番：303ＨＷ）を 0 円で提供 ※数量限定

特典②

・月額利用料が 24 ヶ月 735 円割引※1
・安心サポート月額料金 300 円が最大 6 ヶ月無料

※1 メガ・エッグ 光ネットとのセット契約の場合はさらに契約期間中すべて 219 円/月割引

4．キャンペーン料金
〔表示料金は全て税抜き〕

【初期費用】

キャンペーン

通常料金

適用後の料金

契約事務手数料

3,000 円

同左

端末購入費用

オープン価格

0円

【月額利用料】

※２

〔表示料金は全て税抜き〕

＜安心サポートへご加入の方＞
コース名
メガ・エッグを
ご契約でない方
メガ・エッグをご契約の方

通常月額
利用料

安心
サポート
料金

キャン
ペーン
割引額

メガ・エッグ 安心サポート
6 ヶ月無料
セット契約
キャンペーン
割引額

―
3,696 円

300 円

▲219 円

＜安心サポートへ未加入の方＞
コース名
メガ・エッグを
ご契約でない方
メガ・エッグをご契約の方

通常月額
利用料

1～6 ヶ月

7～24 ヶ月

2,961 円

3,261 円※4

2,742 円

3,042 円※4

▲300 円

▲735 円

[セット契約割引]※3

キャンペーン適用後の
月額利用料

〔表示料金は全て税抜き〕
安心
サポート
料金

キャン
ペーン
割引額

メガ・エッグ 安心サポート
6 ヶ月無料
セット契約
キャンペーン
割引額

キャンペーン適用後の
月額利用料

―
3,696 円

[セット契約割引]※3

―

―

3,696 円
―

▲219 円

3,477 円

※２ 別途ユニバーサルサービス料金（6 円：平成 26 年 8 月 27 日現在）が必要となります。
※３ セット契約割引（219 円/月割引）は 4G フラットコース（ＹＭ）とメガ・エッグ 光ネットとのセットでの
契約時に適用します。
※4 安心サポート無料期間終了後の料金（300 円/月）を含みます。

