
シナプス光　
パソコンが　
新 規 お 申 し 込 み で

円

2お申し込み
お申し込み前に「シナプス利用規約」「シナプス光利用規約」「シナプスプライバシーポリシー」「シナプス光重
要事項説明書」をご確認ください。また、免許証などご利用場所が確認できる書類（コピー可）が必要です。

1提供エリア判定
シナプス光の提供エリアはNTT西日本ホームページまたはシナプス加入専用ダイヤルでご確認ください。

3工事日の決定
シナプスよりお客様へ工事日調整の電話連絡をいたします。ご都合の良い日時をご指定ください。

4出張設定サポートのお申し込み（希望の方のみ）
工事日決定後、シナプスからお届けする書類に同封の「シナプス出張設定サポートサービス申込書」に必要事
項を記入し、ご返送ください。後日、シナプスから日程調整のご連絡をいたします。

5開通工事
派遣工事の場合、NTT 西日本の工事班がお伺いし、光回線の引き込み工事を行います。（お客様の立ち会い
が必要です。）
無派遣工事の場合は事前にお送りする機器をお客様自身で配線をお願いします。

6セキュリティガード（M）ご契約登録証（設定情報）のお届け
到着まで最大 10営業日かかります。

7ノートパソコンのお届け（A端末無料コースの方のみ）
ノートパソコンは工事完了後にお届けします。お届けまで最大 12営業日かかります。　

株式会社シナプス
鹿児島市中央町 6-1

シナプス光についてのお問い合わせ

※本パンフレットに記載の情報は2017年 11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。

0120-4724-55
9：00～ 21：00［年中無休］

＜シナプス光のお申し込みは当店まで !＞

20171101
SP201711-1

シ ナ プ ス 光 の お 申 し 込 み か ら 利 用 開 始 ま で

＜通話料無料＞

シナプス光のお申し込みはお近くのシナプス取扱店へ !

だ か ら 安 心 、 シ ナ プ ス 。

シナプス光キャンペーンパンフレット

安心インターネット

シナプス光開通工事費0円
パソコンが不要な方は

＜キャンペーン期間>2017年11月1日～2018年1月31日（2018年7月末開通分まで有効）

安心の理由は
今すぐ中面を
チェック!

0120-4724-55http://flets-w.com/area/
NTT西日本 フレッツ光提供エリア判定 シナプス加入専用ダイヤル（9時 -21 時［年中無休］）

容量を使い切って
速度がツラい…

Wi-Fiで通信した分
まだまだ余裕!

スマホ+シナプス光 スマホだけ

シナプス光なら安心！そのワケは？

シナプス光のおトクなキャンペーンや初期費用・月額料金は左ページ

※ネットワークの混雑状況により速度が遅くなることがあります。

手続きも設定も
手間なしで安心

使いすぎの
心配がなくて安心

すぐつながる
サポートで安心

光回線の工事はもちろん、接続設定も
おまかせください！すべてシナプスが手配!

ご面倒はおかけしません!

シナプス光はどれだけ使っても通信量無制限!
スマホをWi-Fiに繋げば、月末の速度制限で

遅くなるということはありません。

シナプスサポートは年中無休。お客様からのお
電話は、機械を通さず最初から最後までシナプ
スサポートのスタッフがお手伝いいたします。

携帯会社を自由に
選べて安心

シナプス光は携帯電話とのセット割なしでも
最安値クラスの価格！ライフスタイルに合った

携帯会社を自由に選べます。

シナプスサポートセンター

099-813-8699
9:00-21:00［年中無休］

はい、
シナプスです。

◯◯を
クリックして
ください。

シナプス

※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。※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。※一部地域ではご利用いただけない場合があります。*1基本的な工事で平日割適用時の料金です。

ではじめる
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*1

※お問合わせの際はチラシを見たとお伝えいただくとスムーズです。

8機器の設定
パソコン・HGW・ルーターなどの機器に接続設定を行います。
4 で出張設定サポートをお申し込みの場合、出張設定サポートのスタッフがお伺いします。（A 端末無料コー
スをお申し込みの場合は、端末到着後の出張設定サポートのご利用も可能です。）



※ シナプス光でんわと同時工事の場合の料金です。ご利用予定の付加機能によっ
ては別途費用が発生する場合があります。

※ 2番号 2チャネル等、上記以外の初期費用はお問い合わせください。
*14 同番移行工事費としてシナプスから 3,000 円（税込 3,240 円）、加入電話等の

休止工事費としてNTT西日本から2,000 円（税込 2,160 円）が請求されます。

現在の番号を継続して利用する（同番移行）
新規に番号を取得する

5,000 円（税込 5,400 円）
1,000 円（税込 1,080 円）

通常 21,000円

通常18,000円

A端末無料コース［平日割適用後］

B開通工事費無料コース［平日割適用後］

契約 ID登録料 シナプス光契約料 基本工事費
（派遣工事の場合） 初期費用合計

初期費用合計

通常1,000円

0円
0円

0円
0円0円

通常1,800円

契約 ID登録料 シナプス光契約料 基本工事費
（一括払いの場合）

18,000円
（税込19,440 円）

15,000円
（税込16,200 円）

18,000円
（税込19,440 円）

15,000円
（税込16,200 円）

土日祝日

平日（平日割適用後）
土日祝日

ホームタイプ
（戸建住宅向け）

マンションタイプ
（集合住宅向け）

ホームタイプ
（戸建住宅向け）

マンションタイプ
（集合住宅向け）

ホームタイプ
（戸建住宅向け）

マンションタイプ
（集合住宅向け）

■シナプス光でんわ初期費用例（1番号の場合）

■シナプス光初期工事費の分割払いについて
シナプス光の初期工事費は分割（31回払いのみ）でお支払いも可能です。

500円（税込 540円）

400円（税込 432円）

3,000 円（税込 3,240 円）平日（平日割適用後）

1か月目 2か月目～31か月目

6,000 円（税込 6,480 円）

3,000 円（税込 3,240 円）

6,000 円（税込 6,480 円）

重　要 解 約 金 に つ い て
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）

インターネット

固定電話

100円
（税込108円）

300円
（税込324円）

4,600円～
（税込 4,968 円）　

3,500円～
（税込 3,780 円）　

ホームタイプ（戸建住宅向け） マンションタイプ（集合住宅向け）

500円
（税込 540円）

1,500円
（税込 1,620 円）

ベーシックプラン プラスプラン

シナプス光なら固定電話もグーンとお安く。現在ご利用中の固定電話番号もそのまま使えます。

セキュリティガード（M）
Windows/Mac/Android/iOS 合計３台まで
インストール可能な総合セキュリティソフト。

無線 LAN（Wi-Fi）レンタル
家の中を無線化 !スマホやタブレットを光回線に繋げば速度制限とはおさらばの快適インターネット!

おまかせ !リモートサポート
インターネットを通して、お客様のパソコン画面を見ながら使い方やトラブルの解決します。

基本サービスのみプラン。
固定電話がとりあえず必要という方はこのプラン !

ナンバーディスプレイなど 6 つの付加機能と無料
通話 480円分がセットになったオトクなプラン

ナンバー・ディスプレイ 400円（税込 432円）/1契約

ナンバー・リクエスト 200円（税込 216円）/1契約

迷惑電話お断りサービス 200円（税込 216円）/1契約

ボイスワープ 500円（税込 540円）/1番号

キャッチホン 300円（税込 324円）/1契約

着信お知らせメール 100円（税込 108円）/1番号

複数チャネル 200円（税込 216円）/1契約

追加番号 100円（税込 108円）/1番号

FAXお知らせメール 100円（税込 108円）/1番号

■シナプス光でんわ付加機能

※プロバイダ料込の料金です。基本料金

シナプス光でんわ

オプション

通常480円
最　大6か月間0円

マークはプラスプラン標準機能です。

解約金不要

※ 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 設置住所が鹿児島県内のみ選択が可能です。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。（開通後最大 12営業日）

* 2 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。（料金例は右記載の
シナプス光でんわ初期費用例をご覧ください。）

* 3 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）

* 4  お届けするノートパソコン、セキュリティガード（M）の設定を依頼される場合、商

品や設定情報の到着（開通工事後、最大 14 営業日程度）を考慮して、お伺いする
日程をご相談ください

* 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 か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を 1 か月目として 6 か月間無料となり

ます。また、シナプス光開通月の解約はできません。

6か月間0円
1台分0円

0円

初回出張設定サポート

0円

0円

ノートパソコン

セキュリティガード（M）

契約ID登録料・シナプス光契約料

シナプス光開通工事費
または

ノートパソコン
無料コース

開通工事費
無料コース

［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

*10 シナプスをすでにご利用中のお客様は不要です。
*11 au ひかり、BBIQ など NTT 西日本以外から発行された電話番号はご利用いただけ

ません。
*12 別途 1番号ごとにユニバーサルサービス料が必要です。
*13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。
※ モバイルノートパソコンは台数に限りがあります。品切れとなった場合、お客様の了

承のうえで工事費無料コースへの変更をお願いする場合があります。
※ 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。

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

■SmartBook スペック

SmartBook

最　大

どちらか
選択

①「シナプス光アクセス」を新規　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または利用中。

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。）

シナプス光開通工事費
※基本工事費が割引の対象です。
※土日祝日工事に工事を実施の場合、3,000円（税込3,240円）となります。
※工事の内容によっては別途費用が発生する場合があります。

通常1,000円

0円 0円
通常1,800円

通常 21,000円

通常18,000円

※土日祝日に派遣を伴う工事を実施する場合、3,000 円（税込 3,240 円）が加算されます。

※土日祝日に派遣を伴う工事を実施する場合、3,000 円（税込 3,240 円）が加算されます。

※

※

※*2

※*2

※

※

※*2

特典
2

特典
1

特典
3

特典
4

限定

100
台*1

*2

*3*4*5
*6*7*8

*9

*10

*13

*12

*12

*12

*14

*10

*10

*9

*11
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※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。※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。※一部地域ではご利用いただけない場合があります。*1基本的な工事で平日割適用時の料金です。

ではじめる

2017.11 2018.1

*1

※お問合わせの際はチラシを見たとお伝えいただくとスムーズです。

8機器の設定
パソコン・HGW・ルーターなどの機器に接続設定を行います。
4 で出張設定サポートをお申し込みの場合、出張設定サポートのスタッフがお伺いします。（A 端末無料コー
スをお申し込みの場合は、端末到着後の出張設定サポートのご利用も可能です。）



※ シナプス光でんわと同時工事の場合の料金です。ご利用予定の付加機能によっ
ては別途費用が発生する場合があります。

※ 2番号 2チャネル等、上記以外の初期費用はお問い合わせください。
*14 同番移行工事費としてシナプスから 3,000 円（税込 3,240 円）、加入電話等の

休止工事費としてNTT西日本から2,000 円（税込 2,160 円）が請求されます。

現在の番号を継続して利用する（同番移行）
新規に番号を取得する

5,000 円（税込 5,400 円）
1,000 円（税込 1,080 円）

通常 21,000円

通常18,000円

A端末無料コース［平日割適用後］

B開通工事費無料コース［平日割適用後］

契約 ID登録料 シナプス光契約料 基本工事費
（派遣工事の場合） 初期費用合計

初期費用合計

通常1,000円

0円
0円

0円
0円0円

通常1,800円

契約 ID登録料 シナプス光契約料 基本工事費
（一括払いの場合）

18,000円
（税込19,440 円）

15,000円
（税込16,200 円）

18,000円
（税込19,440 円）

15,000円
（税込16,200 円）

土日祝日

平日（平日割適用後）
土日祝日

ホームタイプ
（戸建住宅向け）

マンションタイプ
（集合住宅向け）

ホームタイプ
（戸建住宅向け）

マンションタイプ
（集合住宅向け）

ホームタイプ
（戸建住宅向け）

マンションタイプ
（集合住宅向け）

■シナプス光でんわ初期費用例（1番号の場合）

■シナプス光初期工事費の分割払いについて
シナプス光の初期工事費は分割（31回払いのみ）でお支払いも可能です。

500円（税込 540円）

400円（税込 432円）

3,000 円（税込 3,240 円）平日（平日割適用後）

1か月目 2か月目～31か月目

6,000 円（税込 6,480 円）

3,000 円（税込 3,240 円）

6,000 円（税込 6,480 円）

重　要 解 約 金 に つ い て
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）

インターネット

固定電話

100円
（税込108円）

300円
（税込324円）

4,600円～
（税込 4,968 円）　

3,500円～
（税込 3,780 円）　

ホームタイプ（戸建住宅向け） マンションタイプ（集合住宅向け）

500円
（税込 540円）

1,500円
（税込 1,620 円）

ベーシックプラン プラスプラン

シナプス光なら固定電話もグーンとお安く。現在ご利用中の固定電話番号もそのまま使えます。

セキュリティガード（M）
Windows/Mac/Android/iOS 合計３台まで
インストール可能な総合セキュリティソフト。

無線 LAN（Wi-Fi）レンタル
家の中を無線化 !スマホやタブレットを光回線に繋げば速度制限とはおさらばの快適インターネット!

おまかせ !リモートサポート
インターネットを通して、お客様のパソコン画面を見ながら使い方やトラブルの解決します。

基本サービスのみプラン。
固定電話がとりあえず必要という方はこのプラン !

ナンバーディスプレイなど 6 つの付加機能と無料
通話 480円分がセットになったオトクなプラン

ナンバー・ディスプレイ 400円（税込 432円）/1契約

ナンバー・リクエスト 200円（税込 216円）/1契約

迷惑電話お断りサービス 200円（税込 216円）/1契約

ボイスワープ 500円（税込 540円）/1番号

キャッチホン 300円（税込 324円）/1契約

着信お知らせメール 100円（税込 108円）/1番号

複数チャネル 200円（税込 216円）/1契約

追加番号 100円（税込 108円）/1番号

FAXお知らせメール 100円（税込 108円）/1番号

■シナプス光でんわ付加機能

※プロバイダ料込の料金です。基本料金

シナプス光でんわ

オプション

通常480円
最　大6か月間0円

マークはプラスプラン標準機能です。

解約金不要

※ 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 設置住所が鹿児島県内のみ選択が可能です。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。（開通後最大 12営業日）

* 2 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。（料金例は右記載の
シナプス光でんわ初期費用例をご覧ください。）

* 3 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）

* 4  お届けするノートパソコン、セキュリティガード（M）の設定を依頼される場合、商

品や設定情報の到着（開通工事後、最大 14 営業日程度）を考慮して、お伺いする
日程をご相談ください

* 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 か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を 1 か月目として 6 か月間無料となり

ます。また、シナプス光開通月の解約はできません。

6か月間0円
1台分0円

0円

初回出張設定サポート

0円

0円

ノートパソコン

セキュリティガード（M）

契約ID登録料・シナプス光契約料

シナプス光開通工事費
または

ノートパソコン
無料コース

開通工事費
無料コース

［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

*10 シナプスをすでにご利用中のお客様は不要です。
*11 au ひかり、BBIQ など NTT 西日本以外から発行された電話番号はご利用いただけ

ません。
*12 別途 1番号ごとにユニバーサルサービス料が必要です。
*13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。
※ モバイルノートパソコンは台数に限りがあります。品切れとなった場合、お客様の了

承のうえで工事費無料コースへの変更をお願いする場合があります。
※ 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。

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

■SmartBook スペック

SmartBook

最　大

どちらか
選択

①「シナプス光アクセス」を新規　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または利用中。

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。）

シナプス光開通工事費
※基本工事費が割引の対象です。
※土日祝日工事に工事を実施の場合、3,000円（税込3,240円）となります。
※工事の内容によっては別途費用が発生する場合があります。

通常1,000円

0円 0円
通常1,800円

通常 21,000円

通常18,000円

※土日祝日に派遣を伴う工事を実施する場合、3,000 円（税込 3,240 円）が加算されます。

※土日祝日に派遣を伴う工事を実施する場合、3,000 円（税込 3,240 円）が加算されます。

※

※

※*2

※*2

※

※

※*2

特典
2

特典
1

特典
3

特典
4

限定

100
台*1

*2

*3*4*5
*6*7*8

*9

*10

*13

*12

*12

*12

*14

*10

*10

*9

*11



シナプス光　
パソコンが　
新 規 お 申 し 込 み で

円

2お申し込み
お申し込み前に「シナプス利用規約」「シナプス光利用規約」「シナプスプライバシーポリシー」「シナプス光重
要事項説明書」をご確認ください。また、免許証などご利用場所が確認できる書類（コピー可）が必要です。

1提供エリア判定
シナプス光の提供エリアはNTT西日本ホームページまたはシナプス加入専用ダイヤルでご確認ください。

3工事日の決定
シナプスよりお客様へ工事日調整の電話連絡をいたします。ご都合の良い日時をご指定ください。

4出張設定サポートのお申し込み（希望の方のみ）
工事日決定後、シナプスからお届けする書類に同封の「シナプス出張設定サポートサービス申込書」に必要事
項を記入し、ご返送ください。後日、シナプスから日程調整のご連絡をいたします。

5開通工事
派遣工事の場合、NTT 西日本の工事班がお伺いし、光回線の引き込み工事を行います。（お客様の立ち会い
が必要です。）
無派遣工事の場合は事前にお送りする機器をお客様自身で配線をお願いします。

6セキュリティガード（M）ご契約登録証（設定情報）のお届け
到着まで最大 10営業日かかります。

7ノートパソコンのお届け（A端末無料コースの方のみ）
ノートパソコンは工事完了後にお届けします。お届けまで最大 12営業日かかります。　

株式会社シナプス
鹿児島市中央町 6-1

シナプス光についてのお問い合わせ

※本パンフレットに記載の情報は2017年 11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。

0120-4724-55
9：00～ 21：00［年中無休］

＜シナプス光のお申し込みは当店まで !＞

20171101
SP201711-1

シ ナ プ ス 光 の お 申 し 込 み か ら 利 用 開 始 ま で

＜通話料無料＞

シナプス光のお申し込みはお近くのシナプス取扱店へ !

だ か ら 安 心 、 シ ナ プ ス 。

シナプス光キャンペーンパンフレット

安心インターネット

シナプス光開通工事費0円
パソコンが不要な方は

＜キャンペーン期間>2017年11月1日～2018年1月31日（2018年7月末開通分まで有効）

安心の理由は
今すぐ中面を
チェック!

0120-4724-55http://flets-w.com/area/
NTT西日本 フレッツ光提供エリア判定 シナプス加入専用ダイヤル（9時 -21 時［年中無休］）

容量を使い切って
速度がツラい…

Wi-Fiで通信した分
まだまだ余裕!

スマホ+シナプス光 スマホだけ

シナプス光なら安心！そのワケは？

シナプス光のおトクなキャンペーンや初期費用・月額料金は左ページ

※ネットワークの混雑状況により速度が遅くなることがあります。

手続きも設定も
手間なしで安心

使いすぎの
心配がなくて安心

すぐつながる
サポートで安心

光回線の工事はもちろん、接続設定も
おまかせください！すべてシナプスが手配!

ご面倒はおかけしません!

シナプス光はどれだけ使っても通信量無制限!
スマホをWi-Fiに繋げば、月末の速度制限で

遅くなるということはありません。

シナプスサポートは年中無休。お客様からのお
電話は、機械を通さず最初から最後までシナプ
スサポートのスタッフがお手伝いいたします。

携帯会社を自由に
選べて安心

シナプス光は携帯電話とのセット割なしでも
最安値クラスの価格！ライフスタイルに合った

携帯会社を自由に選べます。

シナプスサポートセンター

099-813-8699
9:00-21:00［年中無休］

はい、
シナプスです。

◯◯を
クリックして
ください。

シナプス

※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。※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。※一部地域ではご利用いただけない場合があります。*1基本的な工事で平日割適用時の料金です。

ではじめる

2017.11 2018.1

*1

※お問合わせの際はチラシを見たとお伝えいただくとスムーズです。

8機器の設定
パソコン・HGW・ルーターなどの機器に接続設定を行います。
4 で出張設定サポートをお申し込みの場合、出張設定サポートのスタッフがお伺いします。（A 端末無料コー
スをお申し込みの場合は、端末到着後の出張設定サポートのご利用も可能です。）



※ シナプス光でんわと同時工事の場合の料金です。ご利用予定の付加機能によっ
ては別途費用が発生する場合があります。

※ 2番号 2チャネル等、上記以外の初期費用はお問い合わせください。
*14 同番移行工事費としてシナプスから 3,000 円（税込 3,240 円）、加入電話等の

休止工事費としてNTT西日本から2,000 円（税込 2,160 円）が請求されます。

現在の番号を継続して利用する（同番移行）
新規に番号を取得する

5,000 円（税込 5,400 円）
1,000 円（税込 1,080 円）

通常 21,000円

通常18,000円

A端末無料コース［平日割適用後］

B開通工事費無料コース［平日割適用後］

契約 ID登録料 シナプス光契約料 基本工事費
（派遣工事の場合） 初期費用合計

初期費用合計

通常1,000円

0円
0円

0円
0円0円

通常1,800円

契約 ID登録料 シナプス光契約料 基本工事費
（一括払いの場合）

18,000円
（税込19,440 円）

15,000円
（税込16,200 円）

18,000円
（税込19,440 円）

15,000円
（税込16,200 円）

土日祝日

平日（平日割適用後）
土日祝日

ホームタイプ
（戸建住宅向け）

マンションタイプ
（集合住宅向け）

ホームタイプ
（戸建住宅向け）

マンションタイプ
（集合住宅向け）

ホームタイプ
（戸建住宅向け）

マンションタイプ
（集合住宅向け）

■シナプス光でんわ初期費用例（1番号の場合）

■シナプス光初期工事費の分割払いについて
シナプス光の初期工事費は分割（31回払いのみ）でお支払いも可能です。

500円（税込 540円）

400円（税込 432円）

3,000 円（税込 3,240 円）平日（平日割適用後）

1か月目 2か月目～31か月目

6,000 円（税込 6,480 円）

3,000 円（税込 3,240 円）

6,000 円（税込 6,480 円）

重　要 解 約 金 に つ い て
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）

インターネット

固定電話

100円
（税込108円）

300円
（税込324円）

4,600円～
（税込 4,968 円）　

3,500円～
（税込 3,780 円）　

ホームタイプ（戸建住宅向け） マンションタイプ（集合住宅向け）

500円
（税込 540円）

1,500円
（税込 1,620 円）

ベーシックプラン プラスプラン

シナプス光なら固定電話もグーンとお安く。現在ご利用中の固定電話番号もそのまま使えます。

セキュリティガード（M）
Windows/Mac/Android/iOS 合計３台まで
インストール可能な総合セキュリティソフト。

無線 LAN（Wi-Fi）レンタル
家の中を無線化 !スマホやタブレットを光回線に繋げば速度制限とはおさらばの快適インターネット!

おまかせ !リモートサポート
インターネットを通して、お客様のパソコン画面を見ながら使い方やトラブルの解決します。

基本サービスのみプラン。
固定電話がとりあえず必要という方はこのプラン !

ナンバーディスプレイなど 6 つの付加機能と無料
通話 480円分がセットになったオトクなプラン

ナンバー・ディスプレイ 400円（税込 432円）/1契約

ナンバー・リクエスト 200円（税込 216円）/1契約

迷惑電話お断りサービス 200円（税込 216円）/1契約

ボイスワープ 500円（税込 540円）/1番号

キャッチホン 300円（税込 324円）/1契約

着信お知らせメール 100円（税込 108円）/1番号

複数チャネル 200円（税込 216円）/1契約

追加番号 100円（税込 108円）/1番号

FAXお知らせメール 100円（税込 108円）/1番号

■シナプス光でんわ付加機能

※プロバイダ料込の料金です。基本料金

シナプス光でんわ

オプション

通常480円
最　大6か月間0円

マークはプラスプラン標準機能です。

解約金不要

※ 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 設置住所が鹿児島県内のみ選択が可能です。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。（開通後最大 12営業日）

* 2 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。（料金例は右記載の
シナプス光でんわ初期費用例をご覧ください。）

* 3 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）

* 4  お届けするノートパソコン、セキュリティガード（M）の設定を依頼される場合、商

品や設定情報の到着（開通工事後、最大 14 営業日程度）を考慮して、お伺いする
日程をご相談ください

* 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 か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を 1 か月目として 6 か月間無料となり

ます。また、シナプス光開通月の解約はできません。

6か月間0円
1台分0円

0円

初回出張設定サポート

0円

0円

ノートパソコン

セキュリティガード（M）

契約ID登録料・シナプス光契約料

シナプス光開通工事費
または

ノートパソコン
無料コース

開通工事費
無料コース

［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

*10 シナプスをすでにご利用中のお客様は不要です。
*11 au ひかり、BBIQ など NTT 西日本以外から発行された電話番号はご利用いただけ

ません。
*12 別途 1番号ごとにユニバーサルサービス料が必要です。
*13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。
※ モバイルノートパソコンは台数に限りがあります。品切れとなった場合、お客様の了

承のうえで工事費無料コースへの変更をお願いする場合があります。
※ 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。

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

■SmartBook スペック

SmartBook

最　大

どちらか
選択

①「シナプス光アクセス」を新規　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または利用中。

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。）

シナプス光開通工事費
※基本工事費が割引の対象です。
※土日祝日工事に工事を実施の場合、3,000円（税込3,240円）となります。
※工事の内容によっては別途費用が発生する場合があります。

通常1,000円

0円 0円
通常1,800円

通常 21,000円

通常18,000円

※土日祝日に派遣を伴う工事を実施する場合、3,000 円（税込 3,240 円）が加算されます。

※土日祝日に派遣を伴う工事を実施する場合、3,000 円（税込 3,240 円）が加算されます。

※

※

※*2

※*2

※

※

※*2
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