
「名城大学光 Powered by ぷらら」について
【サービス概要】●本サービスはベストエフォート型のサービスです。通信速度は（株）NTT ぷららおよび NTT 西日本・NTT 東日本の設
備からお客さま宅内に設置する回線終端装置間の仕様上の最大速度であり、お客さま宅内での実使用速度を表すものではありません。イ
ンターネット利用時の速度は、お客さまの環境や回線の混雑状況などによって大幅に低下する場合があります。●本サービスは初期契約解
除制度の対象です。詳細につきましては、『ぷらら会員登録証』をご確認ください。

【お申し込みについて】●光回線工事実施前であれば、お申し込みの取り消しは可能です。その場合、本サービスに関するキャンセル料など
はかかりません。ただし、光回線工事着手後にお申し込みを取り消された場合に発生した費用については、ご負担いただきます。　

【工事について】●お客様集合住宅等の設備状況により、お申し込みが出来ない場合、申し込み内容や工事費用が変更になる場合がござい
ます。●別途初期工事費が必要です。「（工事費の一例）戸建て向け 19,800 円（税込）／集合住宅向け 16,500 円（税込）」。お住まいの設備
によっては追加の工事および料金が必要となる場合があります。詳しくは、お問い合わせフォームからお問い合わせください。●回線工事日
にはお客さまの立ち合いが必要です。賃貸住宅など当該建造物の所有者がお客さまと異なる場合、あらかじめオーナーさまなど建物の所有
者の承諾が必要です。回線工事の実施に基づく家主さまとのトラブルにつきましては、（株）NTT ぷららは一切責任を負いません。

【解約について】●本サービスを解約された場合は、本チラシに記載の特典および別途お客さまがお申し込みのオプションサービス（ぷらら
光電話など）もすべて解約となります。

別添パソコンのご案内を
ご参照下さい

※右下QRコードからお申込み下さい

次世代通信技術
IPv6接続方式対応! パソコン（またはタブレット、スマホ）

●「名城大学光 Powered by ぷらら」を新規でお申し込みいただいたお客様が対象です。
●こちらの URL もしくは QR コードからログインの上、お申し込みをお願いします。
ログイン情報は「ぷらら会員登録証」にて確認いただけます。https://www.plala.or.-jp/option/mcafee/

「マカフィー for Plala 最大24か月無料」について

マカフィー
お申し込み▶

2021年12月

（★1）

（★1）（★1）

【対象者】●「名城大学光 Powered by ぷらら」を新規でお申し込みいただいたお客さまが対象です。【お申し込み方法】●本サービスのお申し
込み後、（株）NTT ぷららより『ぷらら会員登録証』をお届けいたします。会員証に同梱されるチラシ「Wi-Fi ルータ無料レンタルのご案内」をご
確認いただき、マイページから Wi-Fi ルーター無料レンタルをお申し込みください。●お申し込み後、約 1 週間程で Wi-Fi ルーターをお届けし
ます。【留意事項】●「名城大学光 Powered by ぷらら」を解約された場合は本 Wi-Fi ルーターをご返却いただく場合があります。

【対象者】次の①②の条件を満たしたお客さま　①「名城大学光 Powered by ぷらら」を新規でお申し込みいただき、お申し込み月から 6 か月
後の月末までにご利用開始されたお客さま　②継続して 10 か月ご利用いただいたお客さま【キャッシュバック方法】●本サービスの 10 か月
の継続利用を確認後、振込口座確認についてのメール（※）をお送りします。●メールの内容をご確認いただき、口座番号など振込先に関する回
答をいただいたのち、ご指定の口座へ振込いたします。●振込口座確認メール送付の翌月末までにご回答をお願いします。期限までにご回答い
ただけなかった場合は本特典の対象外となります。【注意事項】本特典を受領し、「名城大学光 Powered by ぷらら」をご利用開始から 2 年以
内に解約された場合、違約金として 20,000 円を請求させていただきます。「20,000 円キャッシュバック特典」を受けられていない場合は、違
約金は発生しません。（※）メールは、「名城大学光 Powered by ぷらら」をお申し込みの際にご入会／取得された「ぷらら会員」のメールアドレ
ス宛てにお送りします。なお、お送りしたメールは「ぷらら Web メール」等でご確認いただけます。
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株式会社NTTぷららの光回線で快適なインターネット環境を用意しよう

快適な
インターネット環境を
ぜひこの機会に
ご用意ください

必要ありません。（株）NTTぷららのプロバイダーが
セットメニューとして含まれています。

工事可能です。ただし、所定の割増料金が別
途必要です。

本サービス利用開始月は光回線工事日を起
算日とした日割計算、その翌月より１か月分
の月額利用料をお支払いいただきます。

工事状況により変化しますが、概ね１か月前後でご利
用可能です。なお、工事日にはお客さまに工事立ち会
いをお願いしています。あらかじめご了承ください。

●「名城大学光 Powered by ぷらら」は、（株）NTT ぷららが提供する「ぷらら光（※）」を（有）名城大学サービスが販売するものです。
　（※）NTT 西日本、NTT 東日本が提供する光コラボレーションモデルを使った光回線サービスと株式会社 NTT ぷららが提供するインターネット接続

サービスを組み合わせたサービスです。
●「名城大学光 Powered by ぷらら」をお申し込みいただくと、（株）NTT ぷららの『ぷらら会員』として登録いたします。お申し込み後、（株）NTT ぷららから、

ご契約内容が記載された『ぷらら会員登録証』が届きます。
●「名城大学光 Powered by ぷらら」の工事費、並びに月額利用料金などは（株）NTT ぷららからの請求となります。

（★１）IPoEで開通している場合に限ります。また、wi-fi 設定は別途必要です。提供するルータは最新の接続方式である IPv6通信に対応しているので、
　　　混雑の少ない回線を経由し、快適な通信を使用することができます。ルータとその他機器との接続設定が必要です。
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1本を複数部屋で分け合っていることが多いため、混み合いがち
名城大学光は、各戸に光回線を引き込む専有型で安定します

光ファイバー

LANケーブル

Wi-Fi

共有部

イメージ図

光ファイバー

光ファイバー

共有部

イメージ図

1本の光回線を共有部まで引き込み、
入居者全員でシェア

・一戸当たりのランニングコストが安い
・入居後即日利用可能

名城大学サービスでは、光回線だけでなく名城大学特別仕様パソコンも購入が可能です！
（同封のキャンパスノートパソコン特別販売のご案内をご参照ください）

・他居宅の使用状況によりスピードが減退する
   可能性あり

各戸まで名城光を接続した方が
1本ずつ光回線を利用

・他居宅の使用状況に影響を受けず、インターネット
   同時利用者が多い場合でも安定した通信が可能

・シェア型と比較するとランニングコストが高い

※インターネット無料物件でも専有型を提供している物件も一部あります

インターネット無料物件（シェア型） 名城大学光（専有型）

特　徴

メリット

デメリット

●大学ではリモート授業を今後も活用
 します
●ライブ配信のみの授業を見逃すこと
  なく受講できます

●リモートで最終面接まで完結する企業が
  増えています
●通信が安定していれば、面接に集中でき
  力を発揮できます

1年生 2年生 3年生 4年生

今後も授業はリモートと対面のハイブリッド型を
予定しています 就職活動では多くの企業が

リモート面接を実施しています

落ち着いて話ができて、
面接に集中できる

授業の時

名
城
大
学
光
が
な
い
時

名
城
大
学
光
が
あ
る
時

場面 就活の時

安定した接続で
授業に集中できる

質問が聞き取りづらい
接続が悪いと印象も悪い

接続が悪く聞き取りにくいし、
ライブ配信しかない

• アパート共用の光回線のため、時間帯により速度差が出る
• 寮のWi-Fiが普段から不安定なのでオンラインでの授業やゼミが不安である
緊急時における大学の遠隔授業の実施に関する調査　令和2年12月　遠隔授業に関するアンケート結果（P61～P63）
総務省中部管区行政評価局 https://www.soumu.go.jp/main_content/000722522.pdf

CHECK

LANケーブル
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