
写真提供：南種子町
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アドバンスオーエー

だ か ら 安 心 、 シ ナ プ ス 。

※パソコンの画像はイメージです。実際に提供する商品とは異なります。　

シナプス光は月額料金も最安クラス ! 詳細は裏面をご覧ください。 株式会社シナプス
鹿児島市中央町 6-1 シナプスビル

「シナプス」および「SYNAPSE」は当社の商標です。「Synapse」は株式会社TDモバイル社の商標です。
両社が提供するサービスは異なります。混同されませぬよう、ご注意ください。

【20180101】SP2017011-1

不審な勧誘に
ご注意ください。
●「今使っているADSL がもうすぐ
使えなくなります。」

●「光にしたら絶対安くなります。」
●NTT 西日本の名前をかたった強
引な勧誘

30,000円相当の
ノートパソコンがまたは

シナプス光
開通工事費

無料

無料

0997-26-2600
担当：砂坂 岩光

※上記の金額は基本的な工事で平日割適用時の場合の料金です。  ※シナプス光でんわをご利用の場合、別途工事費が必要です。

最大 21,000 円おトク!

0円
ホームタイプ
（戸建住宅向け） 通常21,000 円 → 0円

マンションタイプ
（集合住宅向け） 通常18,000 円 →

設定も地元企業におまかせください !!

〒891-3701　南種子町中之上 2557番地 5

南種子町の皆様へ



平日割適用後平日割適用後

※土日祝日に工事を実施する場合 3,000 円（税込 3,240 円）加算されます。

①「シナプス光アクセス」を新規にお申し込み。
②「セキュリティガード（M）」を新規にお申し込み。（現在ご利用中のお客様も対象です。）

キャンペーン適用条件
（①と②を同時に満たす必要があります。）

［設定内容］❶インターネット接続設定　❷メール設定　❸無線 LAN設定

6ヶ月間0円

OS：Windows 10 Home 64bit / CPU：Atomプロセッサ 1.1GHz （2コア以上）/ メモリ：4GB / 記憶容量：
32GB（フラッシュストレージ） / 画面サイズ :14.1 インチ（1,920 × 1,080 HD） / 無線 LAN:IEEE 802.11 
a/b/g/n/ac / 外形寸法 :351mm × 233mm × 11.5 ～ 20.5mm / 重量 : 約 1.39kg

最　大

0円

0円

基本料金 オプション（必要な方のみ）

300 円（税込 324円）

500円（税込 540円）

1,500 円（税込 1,620 円）4,600円～
（税込 4,968 円）　　　

シナプス光でんわ

おまかせ！リモートサポート

100円（税込 108円）無線 LANレンタル（シナプス光でんわ同時利用の場合）

プラスプラン

ベーシックプラン

株式会社シナプス
鹿児島市中央町 6-1

※本パンフレットに記載の情報は2017年 12月 1日現在のものです。内容は予告なく変更になることがあります。
※「シナプス」および「SYNAPSE」は当社の商標です。「Synapse」は株式会社ＴＤモバイル社の登録商標です。両社が提供するサービスは異なります。混同されませぬよう、ご注意ください。

0997-26-2600アドバンスオーエー 20180101
SP201711-1

初回出張設定サポート (1台分 )

セキュリティガード（M）

シナプス光契約料・契約 ID登録料 シナプス光契約料 通常 1,800 円→
契約 ID登録料 通常 1,000 円→

通常月額 480円→

ノートパソコン
無料コース

Bノートパソコン無料コースA開通工事費無料コース

［キャンペーン期間：2017年11月1日～2018 年 3月31日（2018 年 9月末開通分まで有効）］

ノートパソコン0円

特典 1
AまたはBの
いずれか

特典 2

特典 3

特典 4

■シナプス光初期費用［ホームタイプ（戸建向け住宅）で基本的な工事の場合］

■月額料金［ホームタイプ（戸建向け住宅）の場合］

※マンションタイプ（集合住宅向け）の料金はお問い合わせください。

※　各特典は次のメニューでのみ適用となります。
「シナプス･プラス1」「シナプス･プラス3」「シ
ナプス･プラス6」「シナプス･プレミア」「シナ
プス・光マンション」「シナプス・コネクト」「ス
クールパック」「ビジネス IPプラン」「オフィス
パック」「オフィスパック・プラス」

*1　基本的な工事が無料になり、工事の内容によっ
ては別途工事費が発生する場合があります。

*2　シナプス光でんわをご利用の場合、別途工事
費が発生します。

*3　設置住所が鹿児島県内の場合のみ選択可能で

す。また、ノートパソコンはシナプス光開通後
のお届けとなります。（最大 12営業日後）

*4　出張設定サポートは、シナプス認定店のスタッ
フがお伺いして実施します。（お申し込みが必
要です）

*5　2台目以降のパソコン・タブレット・スマートフォ
ン・ゲーム機などの設定は別途有料となります。

*6　シナプス光アクセスの利用開始日から2ヶ月以
内に出張設定サポートをお申し込みいただいた
場合のみ適用します。

*7　お客様のパソコンや機器の環境によっては出張

設定サポートをご利用いただけない場合がご
ざいますので、事前にご希望のサポート内容
をご連絡ください。 

*8　出張設定サポートは、鹿児島県内のみとなりま
す。

*9　セキュリティガード（M)はシナプス光開通月か
ら起算して6ヶ月間無料となります。また、シ
ナプス光開通月の解約はできません。

*10 シナプス光でんわを利用しない場合は350円
（税込 378円）になります。

※　キャンペーン期間中であっても、キャンペーン

の期間や内容（商品）などを事前の予告なく
変更する場合がございます。予めご了承くだ
さい。

※　キャンペーンの有効期限を超えてキャンペーン
条件を満たした場合、一部の特典を受けられ
ない場合があります。

※　設備調査の結果、シナプス光提供エリア内で
あっても提供まで時間がかかる場合や、提供
できない場合があります。

※　一部地域ではご利用いただけない場合があり
ます。

1,000 円→0円

1,800 円→0円

18,000 円（税込 19,440 円）

18,000円
（税込 19,440 円）

契約 ID登録料

シナプス光契約料

シナプス光基本工事費
（派遣工事の場合）

初期費用合計

■キャンペーンに関する注意事項

【重要】解約金について

0円

0円

*3

*4*5*6
*7*8

*9

*10

〒891-3701　南種子町中之上 2557番地 5（担当：砂坂 岩光）

シナプス光開通月を1か月目として36か月後の月末までにシナプス光を利用していた接続メニューを解約した場合、ご利用期間に応じて以下の解約金が発生します。

端末無料コース
工事費無料コース

無派遣工事の場合ホームタイプ（派遣工事の場合）
～ 12か月

13か月～ 24か月
25か月～ 36か月

18,000 円（税込 19,440 円）
12,000 円（税込 12,960 円）
6,000 円（税込 6,480 円）

15,000 円（税込 16,200 円）
10,000 円（税込 10,800 円）
5,000 円（税込 5,400 円）

30,000 円（税込 32,400 円）
20,000 円（税込 21,600 円）
10,000 円（税込 10,800 円）

2,000 円（税込 2,160 円）
マンションタイプ（派遣工事の場合）

解約金不要

開通工事費
無料コース

シナプス光開通工事費0円
※基本的な工事の場合。工事の内容によっては別途工事費が発生する場合があります。※平日割適用後の金額です。土日祝日に工事を行う場合
3,000 円（税込 3,240 円）となります。※シナプス光でんわをご利用の場合、別途初期費用が必要です。

*1*2

限定

100
台


