【Xiフェムトセル対応ブロードバンド回線一覧】(1/4)
・対象となるブロードバンド回線の契約者にブロードバンド回線利用に関する同意をいただく必要がございます。
・下記回線メニュー（タイプ）であっても、ご利用環境によってはXiフェムトセルを設置できない場合がございます。
回線事業者

サービス名

サービスタイプ
ファミリータイプ
マンションタイプ
ファミリー・ハイスピードタイプ

東日本電信電話株式会社

マンション・ハイスピードタイプ
フレッツ 光ネクスト
（光コラボレーションモデル回 ビジネスタイプ
線含む）
ギガファミリー・スマートタイプ
ギガマンション・スマートタイプ
ファミリー・ギガラインタイプ
マンション・ギガラインタイプ
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼
マンション・スーパーハイスピードタイプ隼

西日本電信電話株式会社

ビジネスタイプ
フレッツ 光ネクスト
（光コラボレーションモデル回 ファミリータイプ
線含む）
マンションタイプ
ファミリー・ハイスピードタイプ
マンション・ハイスピードタイプ
フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリータイプ

※マンションタイプ、マンション・ハイスピードタイプ、マンション・スーパーハイスピードタイプ隼については、プラン（ミニ、プラン1、プラン2）に係らず
Xiフェムトセルに対応しています。
※光コラボレーション事業者によってはフェムトセル設置に制約がある場合もあります。
※光コラボレーションモデル回線のサービスタイプ名称は、光コラボレーション事業者によって異なるため、ご契約の事業者に確認をお願いします。
従量課金制プランは非対応となります。

【Xiフェムトセル対応ブロードバンド回線一覧】(2/4)
・対象となるブロードバンド回線の契約者にブロードバンド回線利用に関する同意をいただく必要がございます。
・下記回線メニュー（タイプ）であっても、ご利用環境によってはXiフェムトセルを設置できない場合がございます。

回線事業者 対象

光ねっとメニュー
（登録完了通知書への記載名）
定額メニュー（1G、100M） 従量メニュー（100M）

約款名

ピカラ光ねっと

ピカラ光らいと

ピカラ光ねっと

ピカラ光らいと

ピカラＣＶＣ光ねっと

ピカラ光らいと

ピカラMCB光ねっと

ピカラ光らいと

利用地域
香川、徳島

香川

ピカラ東かがわ光ねっと
ピカラKBN光ねっと
ピカラKBC光ねっと
ピカラキューテレビ光ねっと
ピカラあなん光ねっと
ピカラＭＴＣ光ねっと
ピカラ石井CATV光ねっと
ピカラエーアイ光ねっと

ピカラKBC光らいと
ピカラ光らいと
ピカラ光らいと
ピカラ光らいと
ピカラ光らいと
ピカラ光らいと

ピカラおえ光ねっと

ピカラ光らいと

徳島

ピカラ海部光ねっと
ピカラ東阿波光ねっと

ピカラ光らいと

ピカラなか光ねっと

個人
向け

ピカラ鳴門光ねっと

光ネットサービス契約約款

ピカラあわ光ねっと
ピカラＩＣＮ光ねっと

株式会社
STNet

ピカラＫＣＢ光ねっと

ピカラＫＣＢ光らいと

ピカラよさこい光ねっと

ピカラ光らいと

ピカラゆすはら光ねっと
ピカラ香南光ねっと

高知

ピカラ日高光ねっと
ピカラ中芸光ねっと
ピカラswan光ねっと

ピカラ光らいと

ピカラ中土佐光ねっと

ピカラ光らいと

ピカラおおとよ光ねっと
ピカラＩＣＫ光ねっと
ピカラＵＣＡＴ光ねっと
ピカラ光ねっと

ピカラ光らいと
ピカラ光らいと

ピカラ西予光ねっと

愛媛

ピカラ八西光ねっと
ピカラ光ねっと

対象

光ねっとメニュー
（登録完了通知書への記載名）
定額メニュー（1G）
定額メニュー（100M）

約款名

STインターネットアクセス（STIA）契約約款
STインターネットアクセス（愛媛ＣＡＴＶ専用サービス用）契約約款
法人 STインターネットアクセス（宇和島市専用サービス用）契約約款
ビジネス光ネットサービス契約約款ビジネス光ネットサービス
向け
（愛媛ＣＡＴＶ専用サービス用）契約約款
ビジネス光ネットサービス（宇和島市専用サービス用）契約約款

回線事業者
株式会社オプテージ

お仕事ピカラ １G

-

香川、徳島
愛媛、高知
-

お仕事ピカラ

サービス名
ｅｏ光ネット

サービスタイプ
ホームタイプ
メゾンタイプ
マンションタイプ

回線事業者
UCOM光レジデンス
アルテリア・ネットワークス株式会社
（株式会社つなぐネットコミュニケーションズ） e-mansion

利用地域

プライベートプランを除く

サービス名
シンプルタイプを除く

【Xiフェムトセル対応ブロードバンド回線一覧】(3/4)
・対象となるブロードバンド回線の契約者にブロードバンド回線利用に関する同意をいただく必要がございます。
・下記回線メニュー（タイプ）であっても、ご利用環境によってはXiフェムトセルを設置できない場合がございます。
回線事業者

株式会社QTNet

サービス名

BBIQ

サービスタイプ
ホームタイプ １００メガコース 定額プラン
ホームタイプ １００メガコース ＳＴＥＰプラン
ホームタイプ ギガコース
マンションタイプ １００メガコース 定額プラン
マンションタイプ １００メガコース ＳＴＥＰプラン

オフィスタイプ １００メガコース
オフィスタイプ ギガコース

マンションタイプ ギガコース

マンションまるごとＢＢＩＱオフィスタイプ ギガコース

マンションまるごとＢＢＩＱタイプ １００メガコース
マンションまるごとＢＢＩＱタイプ ギガコース
マンションまるごとＢＢＩＱオフィスタイプ １００メガコース

マンションタイプ[棟内ＬＡＮ方式] １００メガコース 定額プラン
マンションタイプ[棟内ＬＡＮ方式] １００メガコース ＳＴＥＰプラン
マンションタイプ[棟内ＬＡＮ方式] ギガコース
マンション[ダイレクト]タイプ １００メガコース 定額プラン
マンション[ダイレクト]タイプ １００メガコース ＳＴＥＰプラン
マンション[ダイレクト]タイプ ギガコース

回線事業者 サービス名（タイプ）
コミュファ光

ホーム

サービスメニュー
３００Mホーム

サービス名（タイプ）

サービスメニュー

コミュファ光

ホーム１００

ホーム

コミュファ光 ホーム セレクト

ホーム３００
ホーム１ギガ
ホーム１００・セレクト
ホーム３００・セレクト
ホーム１ギガ・セレクト

コミュファ光

マンションＦ１００

１Gホーム
５Gホーム EX
１０Gホーム EX
コミュファ光

マンション

ホーム セレクト

１００MマンションV

マンションＦ３００
マンションＦ１ギガ
マンションＬ１００
マンションＶ１００
マンションＦ１００・セレクト

１００MマンションL
３００MマンションF
１GマンションF
５GマンションF EX

コミュファ光
マンション セレクト

マンションＦ１ギガ・セレクト
マンションＬ１００・セレクト
マンションＶ１００・セレクト
オールコミュファマンションＦ

１０GマンションF EX
コミュファ光 ホーム セレクト

３００Mホーム・セレクト
１Gホーム・セレクト
５Gホーム EX・セレクト
１０Gホーム EX・セレクト

コミュファ光
オールコミュファ・マンション
コミュファ光 コミュファ ホーム

コミュファ光 マンション セレクト １００MマンションV・セレクト
中部テレコ
ミュニケー
ション株式会
社

１００MマンションL・セレクト
３００MマンションF・セレクト
１GマンションF・セレクト

コミュファ光
コミュファ マンション

１０GマンションF EX・セレクト
コミュファ光
ホーム

３００メガホーム
１ギガホーム

コミュファ光

ホーム セレクト

３００メガホーム・セレクト
１ギガホーム・セレクト

コミュファ光

１００メガマンションV

マンション

１００メガマンションL
３００メガマンションF

アクセスコミュファ ホーム

コミュファ光
アクセスコミュファ マンション
コミュファ光
コミュファプラス ホーム
コミュファ光
コミュファプラス マンション

１ギガマンションF
コミュファ光
マンション セレクト

３００メガマンションF・セレクト
１ギガマンションF・セレクト

オールコミュファマンションＬ
コミュファ・ホーム エコノミー
コミュファ・ホーム スタンダード
コミュファ・ホーム ３００メガ
コミュファ・ホーム １ギガ
コミュファ・オフィス
コミュファ・マンションＦ
コミュファ・マンションＦ ３００メガ

アクセスコミュファ・ホーム
アクセスコミュファ・マンションＦ
アクセスコミュファ・マンションＬ
アクセスコミュファ・マンションＶ
コミュファプラス・ホーム
コミュファプラス・ホーム ３００メガ
コミュファプラス・ホーム １ギガ
コミュファプラス・マンションＦ
コミュファプラス・マンションＦ ３００メガ
コミュファプラス・マンションＦ １ギガ
コミュファプラス・マンションＬ
コミュファプラス・マンションＶ

１００メガマンションV・セレクト
１００メガマンションL・セレクト

オールコミュファマンションＦ１ギガ

コミュファ・マンションＦ １ギガ
コミュファ・マンションＬ
コミュファ・マンションＶ

５GマンションF EX・セレクト

コミュファ光

マンションＦ３００・セレクト

コミュファ光
アクセスコミュファプラス ホーム

アクセスコミュファプラス・ホーム

コミュファ光

アクセスコミュファプラス・マンションＦ

アクセスコミュファプラス マンション

アクセスコミュファプラス・マンションＬ
アクセスコミュファプラス・マンションＶ

【Xiフェムトセル対応ブロードバンド回線一覧】(4/4)
・対象となるブロードバンド回線の契約者にブロードバンド回線利用に関する同意をいただく必要がございます。
・下記回線メニュー（タイプ）であっても、ご利用環境によってはXiフェムトセルを設置できない場合がございます。

回線事業者

サービス名
戸建て住宅向け

イッツ・コミュニケーションズ株式会社 イッツコムひかり
集合住宅向け

※建物により同軸ケーブル方式は非対応となります。

サービスタイプ
ホームタイプ 2ギガコース
ホームタイプ 1ギガコース
ホームタイプ 300メガコース
マンションタイプ 2ギガコース
マンションタイプ 1ギガコース
マンションタイプ 600メガコース ※
マンションタイプ 300メガコース ※

