
                                         

インフォメーション 

 平成 29 年 1 月 16 日 

 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー 

 

平素は WAKWAK をご利用いただき誠にありがとうございます。 

 

WAKWAK では、平成 29 年 2月 1 日（水）より以下の各種特典を実施および延長いたします。 

これに伴い、同日に WAKWAK 利用規約を改訂いたします。 

 

■特典概要 

 

◇ 【WAKWAK ギガライフ特典】（NTT 東日本エリア限定）について  

※NTT東日本の「フレッツ 光ネクスト ギガファミリー/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」と対象の接続サービスコースをお申込のお客様限定特典です。 

 

お申込期間 平成 29 年 2 月 1 日（水）～平成 29 年 5 月 31 日（水） 

開通期限 平成 29 年 11 月 30 日（木） 

接続サービスコース WAKWAK 光 with フレッツⅡ ギガファミリー/ギガマンション 

対象アクセスサービス NTT東日本の「フレッツ 光ネクスト 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」 

特典内容 ・ギガファミリー/ギガマンション 

WAKWAK 月額基本料金：23 ヵ月 500 円（税抜）/月 

特典対象者 ・WAKWAK 新規お申込のお客様 

・WAKWAK 接続サービスコース変更のお客様  

※ WAKWAK for 光コラボシリーズ/ドコモ光（WAKWAK）からコース変更のお客様は対象外となりま

す。 

お申込方法 平成 29年 2月 1日（水） より、WAKWAKホームページにて詳細のご案内、ならびにお申込

を受付いたします。 

※平成 29年 1月 31 日（火） までは、現行の特典内容が表示されますのでご注意ください。 

http://www.wakwak.com/special/giga_new.html 

 

◇ 【WAKWAK「フレッツ光」特典】について   

※「フレッツ光」回線と対象の接続サービスコースをお申込のお客様限定特典です。 

 

お申込期間 平成 29 年 2 月 1 日（水）～平成 29 年 5 月 31 日（水） 

開通期限 東日本エリア：平成 29 年 11月 30 日（木） 

西日本エリア：平成 29 年 8 月 31 日（木） 

接続サービスコース WAKWAK 光 with フレッツⅡ ファミリー/ファミリーライト/マンション/マンションライト 

対象アクセスサービス NTT東日本・NTT西日本の「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト(※1)」「フレッツ・光プレ

ミアム(マンションタイプ [ひかり配線方式] を除く) 」「B フレッツ」 

※1 「フレッツ 光ライト」は NTT 東日本・NTT 西日本が提供する、二段階定額料金のインターネット

接続サービスです。WAKWAK のご利用料金は定額ですが、「フレッツ 光ライト」のご利用料金はお

客様のご利用状況により変動します。「フレッツ 光ライト」の詳細は NTT 東日本・NTT 西日本 ま

でお問合せください。 

各種特典の実施および延長、利用規約の改訂について 

 

 

http://www.wakwak.com/special/giga_new.html
https://flets.com/
http://flets-w.com/


特典内容 ・ファミリー/ファミリーライト 

WAKWAK 月額基本料金：23 ヵ月 500 円（税抜）/月 

・マンション/マンションライト 

WAKWAK 月額基本料金：23 ヵ月 500 円（税抜）/月 

特典対象者 ・WAKWAK 新規お申込のお客様 

・WAKWAK 接続サービスコース変更のお客様  

※WAKWAK for 光コラボシリーズ/ドコモ光（WAKWAK）からコース変更のお客様は対象外となりま

す。 

お申込方法 平成 29年 2月 1日（水） より、WAKWAKホームページにて詳細のご案内、ならびにお申込

を受付いたします。 

※平成 29年 1月 31 日（火） までは、現行の特典内容が表示されますのでご注意ください。 

http://www.wakwak.com/special/w_flets.html 

 

◇【WAKWAK 乗換え特典】について  

※すでに「フレッツ光」回線をご利用中で、対象の接続サービスコースを新規でお申込のお客様限定特典です。 

 

お申込期間 平成 29 年 2 月 1 日（水）～平成 29 年 5 月 31 日（水） 

開通期限 東日本エリア：平成 29 年 11月 30 日（木） 

西日本エリア：平成 29 年 8 月 31 日（木） 

接続サービスコース WAKWAK 光 with フレッツⅡ ギガファミリー（東日本）/ギガマンション（東日本）/ 

ファミリー/ファミリーライト/マンション/マンションライト 

対象アクセスサービス NTT東日本・NTT西日本の「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト(※1)」「フレッツ・光プレ

ミアム(マンションタイプ [ひかり配線方式] を除く) 」「B フレッツ」 

※1 「フレッツ 光ライト」は NTT 東日本・NTT 西日本が提供する、二段階定額料金のインターネット

接続サービスです。WAKWAK のご利用料金は定額ですが、「フレッツ 光ライト」のご利用料金はお

客様のご利用状況により変動します。「フレッツ 光ライト」の詳細は NTT 東日本・NTT 西日本 ま

でお問合せください。 

特典内容 ・ギガファミリー（東日本）/ギガマンション（東日本） 

WAKWAK 月額基本料金：23 ヵ月 500 円（税抜）/月 

・ファミリー/ファミリーライト 

WAKWAK 月額基本料金：23 ヵ月 500 円（税抜）/月 

・マンション/マンションライト 

WAKWAK 月額基本料金：23 ヵ月 500 円（税抜）/月 

特典対象者 ・WAKWAK 新規お申込のお客様 

お申込方法 平成 29年 2月 1日（水） より、WAKWAKホームページにて詳細のご案内、ならびにお申込

を受付いたします。 

※平成 29年 1月 31 日（火）までは、現行の特典内容が表示されますのでご注意ください。 

http://www.wakwak.com/special/norikae.html 

 

■WAKWAK 利用規約の改訂について 

 

 WAKWAK では、上記の各種特典の実施について、平成 29 年 2 月 1 日（水） より利用規約の一部改訂を予定して

おります。 

 

 

ご不明な点は [WAKWAK ヘルプデスク] までお問合せください。 

http://www.wakwak.com/special/w_flets.html
https://flets.com/
http://flets-w.com/
http://www.wakwak.com/special/norikae.html
http://www.wakwak.com/support/help/index.html

