※1. 2カ月間の内訳は、利用登録月＋1カ月間となります。

Wi-Fiモバイルルーター（WMX-GWMR）の詳細
※1. アクセスコミュファコースお申し込み時に適用される「20,000円キャッシュバック」特典の詳細は、アクセスコミュファコースキャンペーンの詳細にてご確認ください。

※
※

Wi-Fiモバイルルーター（WMX-GWMR）は@nifty WiMAX（ワイマックス）専用商品です。ほかのMVNOとの契約はできませんので、ご注意ください。
@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器をお申し込みいただく場合、お申し込み後、機器がお手元に到着するまでに最短4日かかります。（お支払い方法確定後、機器を
発送いたしますので、お申し込みと同時にお支払い方法が確定する「クレジットカード決済」でのお申し込みをおすすめします）。月末にお申し込みのお客様は機器の到
着が翌月以降になることがありますのでご注意ください。

本キャンペーンのお申し込みは、@niftyお申し込み受付デスクのみとなります（WEBページではお申し込みいただけません）。

アクセスコミュファコース詳細

@nifty WiMAX（ワイマックス）サービス詳細

auスマートバリュー詳細
※1. 2カ月間の内訳は、利用登録月＋1カ月間となります。

※2. 上記の回線速度は理論値です。詳細につきましては、回線速度についてをご確認ください。

※3. @nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器購入と同時に@nifty IDを取得され、お支払い方法をクレジットカードで確定された方、すでに@nifty IDをお持ちの方は最短4日
で@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器をお届けいたします。

※1. 中部テレコミュニケーション（CTC）よりお送りする 「コミュファ光サービス支払方法申込書」は中部テレコミュニケーション（CTC）宛に必ずご返送ください。ご返送
いただきませんと、インターネットに接続することができませんのでご注意ください。

※2. 2カ月間の内訳は、利用登録月＋1カ月間となります。

※3. @nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器購入と同時に@nifty IDを取得され、お支払い方法をクレジットカードで確定された方、すでに@nifty IDをお持ちの方は最短4日
で @nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器をお届けいたします。

期間
2013年1月17日～2013年3月31日

対象
@niftyお申し込み受付デスクにて、コミュファ光×@nifty WiMAX（ワイマックス）同時お申し込みキャンペーンをお申し込みいただき、以下の適
用条件を満たしている方（WEBページからはお申し込みいただけません）
[適用条件]
個人会員としてお申し込みいただいた方

アクセスコミュファコース、@nifty WiMAX Flatを新たにご契約（敷設）された方

新規に@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器をご購入いただいた方
※

以下の方は、適用対象外となります。
すでにコミュファ光回線をご契約（敷設）されている方

コミュファ光回線がお申し込み日から1年以内に開通しなかった方

過去に@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器（購入/レンタル）をお申し込みいただいた方

※

@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Stepのいずれかの料金プランをご選択した方

@nifty WiMAX（ワイマックス）のほかのキャンペーンと重複してお申し込みいただくことはできません。

割り引き詳細
上記の「コミュファ光×@nifty WiMAX（ワイマックス）同時お申し込みキャンペーン」適用条件を満たした場合、以下の特典が適用になります。
1.Wi-Fiモバイルルーター（WMX-GWMR）機器初回ご購入時の機器代金が1円（税込）※1

2.初回ご購入時の機器送料が0円※1
3.@nifty WiMAX Flat 利用料が最大2カ月間無料（利用登録月＋1カ月間）※2
※1. @nifty WiMAX Flatお申し込み時に適用される初回ご購入時の機器代金、送料は、過去に@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器をお申し込みいただいた方、過去にご自
身でWiMAX（ワイマックス）対応機器などをご用意され、@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepのいずれかへ利用登録をされたことがある方は対象外となりま
す。2回目以降ご購入時の場合、2回目以降ご購入時の機器代金22,050円（税込）、および機器代金とは別に送料800円（税込）が発生いたします。

※2. @nifty WiMAX Flatを利用登録翌月末までに解除しなかった場合、3カ月目以降、@nifty WiMAX Flat利用料（通常料金）が全額かかります。

※ アクセスコミュファコースお申し込み時に適用される「20,000円キャッシュバック」特典の詳細は、アクセスコミュファコースキャンペーンの詳細にてご確認ください。
※

@niftyよりお客様に機器を発送する時期が翌月以降になった場合、機器をお申し込みいただいた際に実施中の@nifty WiMAX Flatキャンペーン特典が適用となります。

※ アクセスコミュファコースを解除した場合、コミュファ光×@nifty WiMAX（ワイマックス）同時お申し込みキャンペーンの割り引き適用はその時点で終了となり、@nifty
WiMAX Flatの月額費用4,200円（税込）がかかります。また、@nifty基本料金262.5円/月（税込）が別途かかります。

初期費用

Wi-Fiモバイルルーター（WMX-GWMR）の詳細
特定商取引法に基づく表示
※1. 中部テレコミュニケーションが実施するキャンペーンにより、光インターネット標準工事費は0円となります。なお、光インターネット標準工事費のキャンペーン実施期
間は2012年12月1日～2013年2月28日までとなります。

※2. 中部テレコミュニケーションが実施する光インターネット標準工事費のキャンペーン適用には、中部テレコミュニケーションが提供する「安心サポート」への加入が必要
となります。詳しくはコミュファ光のホームページ「安心サポート ホームタイプ

マンションタイプ

」ページをご確認ください。

※3. 本ページ記載の登録手数料は、2012年12月1日から2013年1月31日までに@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepのいずれかのプランに新規お申し込みいただいた
方が対象となります。 なお、以下の方は、上記の登録手数料の適用対象外となり、登録手数料3,150円（税込）が発生いたします（本ページ記載の割り引き価格は適用さ
れません）。また、登録手数料は@nifty WiMAX（ワイマックス）のご契約ごとに発生いたします。
過去に@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepのいずれかをご利用になったことがある方

過去に@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepのいずれかをご利用になったことがあるWiMAX対応機器にてお申し込みの方

※4. @nifty WiMAX Flatお申し込み時に適用される初回ご購入時の機器代金、送料は、過去に@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器をお申し込みいただいた方、過去にご自
身でWiMAX（ワイマックス）対応機器などをご用意され、@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepのいずれかへ利用登録をされたことがある方は対象外となりま
す。2回目以降ご購入時の場合、機器代金22,050円（税込）、および機器代金とは別に送料800円（税込）が発生いたします。

月額費用

※1. 上記の回線速度は理論値です。詳細につきましては、回線速度についてをご確認ください。

※2. 最大2カ月間の内訳は、開通月＋1カ月間となります。

※3. 最大2カ月間の内訳は、利用登録月＋1カ月間となります。

※4. @niftyで機器をご購入いただく場合、@niftyよりお客様に機器を発送した月を利用登録月といたします。

※5. @nifty WiMAX Flat利用料は、2013年1月17日～2013年3月31日までに@nifty WiMAX Flatに新規お申し込みいただいた方が対象となります。

なお、以下の方は、上記の@nifty WiMAX Flat利用料の適用対象外となり、@nifty WiMAX Flat利用料（通常料金）が発生いたします（本ページ記載の割り引き価格は適用

されません）。また、登録手数料は@nifty WiMAX（ワイマックス）のご契約ごとに発生いたします。
過去に@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepのいずれかをご利用になったことがある方

※

過去に@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepのいずれかをご利用になったことがあるWiMAX（ワイマックス）対応機器にてお申し込みの方

アクセスコミュファコースと@nifty WiMAX Flatを併用される場合、@nifty基本料金（税込262.5円/月）は不要です。

※ アクセスコミュファコースの基本契約期間は2年間となります。基本契約期間内に解約された場合、中部テレコミュニケーションより違約金が請求

がされます。また、

アクセスコミュファコース解除、または、光ファイバー回線開通前にキャンセルした後も、@nifty WiMAX Flatを引き続きご利用いただく場合には、@nifty基本料金（税

※

込262.5円/月）が別途必要となります。@nifty基本料金の詳細につきましては、@nifty基本料金についてをご確認ください。

コミュファ光電話、コミュファ光テレビをご利用いただく場合、上記料金に加え各サービスの初期費用、月額費用が別途かかります。

※1. 中部テレコミュニケーション主催のキャンペーンとなります。キャンペーンの詳細につきましては、アクセスコミュファのホームページをご確認くださ
い。なお、上記キャンペーンの実施期間は2012年12月1日～2013年2月28日までとなります。

中部テレコミュニケーション主催のキャンペーンの詳細

@nifty WiMAX（ワイマックス）提供エリア

@nifty WiMAX（ワイマックス）のサービス提供エリアは、北海道から沖縄まで主要都市を中心に拡大中！
お申し込み前に必ず提供エリアをご確認ください。
提供エリアの詳細
※

サービスエリア内でも電波が伝わりにくい場所（屋内、車中、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など）では、通信できなかったり通信速度が低下する場合がありま

※

電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることがあります。また、電波状態が良いところでも通信が途切れることがあります。あらかじめご了承くだ

す。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。あらかじめご了承ください。
さい。

お支払い方法について
コミュファ光×@nifty WiMAX（ワイマックス）同時お申し込みキャンペーンのお支払い方法は「クレジットカード決済」または「口座振替」をご利用
いただけます。
※

@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器をお申し込みいただく場合、お申し込み後、機器がお手元に到着するまでに最短4日かかります。お支払い方法確定後、機器を発
送いたしますので、お申し込みと同時にお支払い方法が確定する「クレジットカード決済」でのお申し込みをおすすめします。口座振替の場合、書面でのお手続きのた
め、機器の発送にお時間がかかることがありますのでご了承ください。月末にお申し込みのお客様は機器の到着が翌月以降になることがありますのでご注意ください。

※ お支払い方法が確定しないなどの理由により機器を発送できないままお申し込みから60日経過した場合、その翌日（61日目）にお申し込みを一旦キャンセルさせていただ
※

きます。この場合、機器に関する費用は発生いたしません。また、お申し込み時点で適用予定のキャンペーン権利なども同時に失効いたします。

お支払い方法が確定しないなどの理由によりキャンセルされた場合でも、@nifty基本料金などの本サービスと別に発生する料金につきましては継続して発生いたしま
す。@niftyの解約やサービス解除などのお手続きはお客様自身で行ってください。

コミュファ光×@nifty WiMAX（ワイマックス）同時お申し込みキャンペーンについて
コミュファ光×@nifty WiMAX（ワイマックス）同時お申し込みキャンペーンのお申し込みをご希望の場合、@niftyお申し込み受付デスクへお電話い

ただき、「コミュファ光×@nifty WiMAX（ワイマックス）同時お申し込みキャンペーン希望」の旨をお伝えください（WEBページからはお申し込

みいただけません）。

以下の方は、コミュファ光×@nifty WiMAX（ワイマックス）同時お申し込みキャンペーンの適用対象外となります。
※

すでにコミュファ光回線をご契約（敷設）されている方

※

過去に@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器（購入/レンタル）をお申し込みいただいた方

※ コミュファ光回線がお申し込み日から1年以内に開通しなかった方

※ @nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Stepのいずれかの料金プランをご選択した方

アクセスコミュファコースを解除、または、光ファイバー回線開通前にキャンセルした場合、コミュファ光×@nifty WiMAX（ワイマックス）同時

お申し込みキャンペーンの割り引き適用はその時点で終了となり、@nifty WiMAX Flatの月額費用4,200円（税込）がかかります。また、@nifty基本
料金262.5円/月（税込）が別途かかります。

キャッシュバックについての注意事項
キャッシュバック特典は、開通月を含む8カ月目に、ご登録いただいたお受取口座へ現金振込いたします。お受取方法や特典の詳細については、開
通月を含む7カ月目にメールにてご連絡いたしますので、必ずご確認ください。

お客様のご登録状況・ご利用状況によって振り込みの時期が遅れる場合があります。

振込月以前に解除またはコース変更された場合、キャッシュバック特典の対象外となります。
以下の場合、キャッシュバック特典を振り込みできませんのでご注意ください。
※
※

決済方法が確定していない場合

お受取口座情報に不備がある場合

なお、振り込みできなかった場合、翌月に再度振り込みいたします。2回とも振り込みできなかった場合、キャッシュバック特典が無効となりま
す。

振込完了後の責任は一切負いかねます。

アクセスコミュファコースについて

サービスについての注意事項

マンションV100・セレクトは棟内環境により、下り最大70Mbpsまたは50Mbpsとなる場合があります。なお、記載の回線速度は理論値です。詳細
につきましては、回線速度についてをご確認ください。

以下のようなケースでは、サービスのご提供ができない場合があります。
※
※

電柱から設置先まで架空で光ファイバーを引き込みできない場合。

賃貸住宅や集合住宅で、大家さま、管理組合から工事の承諾を得られない場合。

お申し込みからご利用開始まで、標準期間よりもお時間をいただく場合がございます。
対象エリアであっても、周辺環境、宅内事情によりご利用できない場合もあります。
@niftyフォンはご利用いただけません。
基本契約期間は2年間です。基本契約期間内に解約された場合、コミュファから違約金が請求

解約される場合、以下2つの手続きを必ず実施してください。

されます。

1）コミュファ光回線の解約は、コミュファコンタクトセンター（0120-218-919 営業時間 毎日9:00～21:00）にご連絡ください。
2）インターネットの解約は、@niftyカスタマーサービスデスクまでご連絡ください。
必ず両方の窓口にてお手続きをお願いいたします。お手続きを行わなかった場合、料金が継続して発生することとなりますのでご注意ください。
お手続きを行わなかったことにより発生した料金はお返しすることができませんので、あらかじめご了承ください。
コミュファ光回線の解約時にコミュファから回線撤去費用として10,500円（税込）が請求されます。
アクセスコミュファコースでは、法人契約のお客様のお申し込みは受け付けておりません。
回線速度についての注意事項

本サービスは「ベストエフォート型」のサービスです。ベストエフォート型とは、最大速度および接続性について保証せず、可能な場合にのみ最
大限の速度・品質で提供することを前提に、安価に高速なサービスを提供する方法です。

ページ内に記載されている回線速度は理論値です。必ずしも記載通りの速度が保証されているものではなく、お客様の通信環境や接続の時間帯な
どにより、記載通りの速度がでない場合がございます。
初期費用/月額費用についての注意事項

初期費用、月額費用のお支払い先は以下の通りです。
※

中部テレコミュニケーションへお支払い：

［光接続］ 初期費用、コミュファ光月額料金

［コミュファ光電話］ コミュファ光電話工事費、番号ポータビリティ工事費、月額費用
※
※

［コミュファ光テレビ］ コミュファ光テレビ工事費、月額費用
NTT西日本へお支払い：
［コミュファ光電話］ NTT休止工事費
@niftyへお支払い：
［光接続］ @nifty月額料金

コミュファ光電話、コミュファ光テレビをご利用いただく場合、コミュファ光の初期費用、月額費用に加え各サービスの初期費用、月額費用が別
途かかります。

すでに@nifty会員の方で@nifty光ライフ with フレッツ/@nifty光 with フレッツ/Bフレッツ/@nifty auひかり/ADSL接続サービス/フレッツ・ADSL/フ
レッツ・ISDNからコース変更の場合、「ご利用開始日」を含む月は、変更前のコース料金がかかります。
解除月の月額費用は全額かかります。

上記はすべて税込表示価格です。また、ご請求額に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨ててご請求させていただきます。
@niftyが実施する割り引き/キャンペーンなどについての注意事項
@nifty月額料金は、2012年11月1日～2013年1月31日までにアクセスコミュファコースを新規お申し込みまたはコース変更された場合の料金とな
ります。

初期費用/月額費用などの割り引きやキャンペーンの適用が終了した翌月から12カ月間は、今後@niftyが実施するアクセスコミュファコースの各種
割り引きやキャンペーンの適用対象外となります。

以下の場合は初期費用/月額費用などの割り引きやキャンペーンの適用外となりますので、あらかじめご了承ください。
※
※

すでにコミュファ光回線をご契約（敷設）されている場合。
お申し込み日から1年以内に開通しなかった場合。

ほかのキャンペーンとの重複適用はできません。
中部テレコミュニケーションが実施するキャンペーンについての注意事項

中部テレコミュニケーションが実施するキャンペーンにより、光インターネット標準工事費は0円となります。なお、光インターネット標準工事費
のキャンペーン実施期間は2012年12月1日～2013年2月28日までとなります。

中部テレコミュニケーションが実施する光インターネット標準工事費のキャンペーン適用には、中部テレコミュニケーションが提供する「安心サ
ポート」への加入が必要となります。詳しくはコミュファ光のホームページ「安心サポート ホームタイプ

マンションタイプ

」ページをご確

認ください。

中部テレコミュニケーション主催のキャンペーンにつきましては、コミュファ光のホームページ

をご確認ください。

@nifty WiMAX（ワイマックス）について
サービスについての注意事項

公平なサービス提供の観点から、一定期間内に同一のお客様からのお申し込みがあった場合、または同一住所から複数のお申し込みがあった場
合、お申し込みをお断りする場合がございます。

お支払い方法が確定しないなどの理由により機器を発送できないままお申し込みから60日経過した場合、その翌日（61日目）にお申し込みを一旦

キャンセルさせていただきます。この場合、機器に関する費用は発生いたしません。また、お申し込み時点で適用予定のキャンペーン権利なども
同時に失効いたします。

お支払い方法が確定しないなどの理由によりキャンセルされた場合でも、@nifty基本料金などの本サービスと別に発生する料金につきましては継続
して発生いたします。@niftyの解約やサービス解除などのお手続きはお客様自身で行ってください。

@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器は機器購入のお申し込みから一定期間が経過するまで、追加でご購入いただくことはできません。
@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器をお申し込みいただく場合、お申し込み後、機器がお手元に到着するまでに最短4日かかります。（お支払
い方法確定後、機器を発送いたしますので、お申し込みと同時にお支払い方法が確定する「クレジットカード決済」でのお申し込みをおすすめし
ます）。月末にお申し込みのお客様は機器の到着が翌月以降になることがありますのでご注意ください。

現在、@nifty IDをお持ちの方が登録情報に不備がある状態で@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器をお申し込みいただいた場合、登録情報の不

備が解消されるまで@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器は発送されません。

サービスエリア内でも電波が伝わりにくい場所（屋内、車中、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など）では、通信できなかったり通信速度が
低下する場合があります。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。あらか
じめご了承ください。

電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることがあります。また、電波状態が良いところでも通信が途切れることがありま
す。あらかじめご了承ください。

機器故障時の修理・交換についての注意事項

お買い求めいただきました機器が故障した場合、@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器の各製造元の保証規定に従い修理・交換をいたします。
修理・交換には通常、1～2週間程度を要します。すでに利用登録を行い契約を開始されている場合、修理・交換に要する期間中の @nifty

WiMAX（ワイマックス）利用料金は通常通り発生しますのであらかじめご了承ください。
回線速度についての注意事項

本サービスは「ベストエフォート型」のサービスです。ベストエフォート型とは、最大速度および接続性について保証せず、可能な場合にのみ最
大限の速度・品質で提供することを前提に、安価に高速なサービスを提供する方法です。

ページ内に記載されている回線速度は理論値です。必ずしも記載通りの速度が保証されているものではなく、お客様の通信環境や接続の時間帯な
どにより、記載通りの速度がでない場合がございます。

@niftyが実施する割り引き/キャンペーンなどについての注意事項
@niftyで機器をご購入いただく場合、@niftyよりお客様に機器を発送した月を利用登録月といたします。
初期費用、月額費用は@niftyへのお支払いとなります。

解除月の月額費用は全額かかります。利用登録月に解除された場合も、月額費用は全額かかります。
@nifty WiMAX（ワイマックス）の利用料金（登録手数料、月額費用）が発生する時期につきましては、@nifty WiMAX（ワイマックス）の利用料金
についてをご確認ください。

登録手数料、対応機器購入費用、@nifty WiMAX（ワイマックス）月額料金は、月遅れでのご請求となります。

本ページ記載の登録手数料は、2012年12月1日から2013年1月31日までに@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepのいずれかのプランに新規
お申し込みいただいた方が対象となります。 なお、以下の方は、上記の登録手数料の適用対象外となり、登録手数料3,150円（税込）が発生いたし

ます（本ページ記載の割り引き価格は適用されません）。また、登録手数料は@nifty WiMAX（ワイマックス）のご契約ごとに発生いたします。
※ 過去に@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepのいずれかをご利用になったことがある方

※ 過去に@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepのいずれかをご利用になったことがあるWiMAX対応機器にてお申し込みの方

@nifty WiMAX Flatは、利用登録月の月額利用料が無料になります。月額利用料の無料または割り引き期間終了後、翌月分から通常料金でのお支払
いとなります。

以下の場合、キャンペーン適用対象外となります。キャンペーン適用対象外となった場合、本ページ記載のキャンペーン特典は付与されず、@nifty
WiMAX（ワイマックス）専用機器本体価格（通常価格でのご提供）、機器送料800円(税込)が発生いたします。
※ 過去に@nifty WiMAX（ワイマックス）専用機器（購入/レンタル）をお申し込みいただいた方
※ @nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Stepのいずれかの料金プランをご選択した方

※ キャッシュバック特典の振込月以前に@nifty WiMAX Flatの解除またはプラン変更された方

@niftyよりお客様に機器を発送する時期が翌月以降になった場合、機器をお申し込みいただいた際に実施中のキャンペーン特典が適用となります。
ほかの@nifty接続サービス（光ファイバーやADSL、ダイヤルアッププランの@nifty基本料金など）と@nifty WiMAX（ワイマックス）を併用する場

合、@nifty基本料金（税込262.5円/月）はかかりません（併用する@nifty接続サービスの月額費用は、@nifty WiMAX（ワイマックス）の月額費用と
は別に発生いたします）。併用できる接続サービスにつきましては、「@nifty WiMAX（ワイマックス）と併用できる接続サービス」をご確認くだ

さい。

@nifty WiMAX（ワイマックス）のみ利用される場合、@nifty基本料金（税込262.5円/月）が別途必要となります。@nifty基本料金の詳細につきまし
ては、「@nifty基本料金について」をご確認ください。
@nifty WiMAX（ワイマックス）利用登録月の@nifty基本料金は、@nifty入会月と利用登録月が同月の場合、 0円となります。@nifty入会月と利用登
録月が異なる場合、利用登録月は@nifty基本料金（税込262.5円/月）が発生します。

上記はすべて税込表示価格です。また、ご請求額に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨ててご請求させていただきます。
ほかのキャンペーンとの重複適用はできません。

コミュファ光×@nifty WiMAX（ワイマックス）同時お申し込みキャンペーンは、@niftyお申し込み受付デスクのみでの受け付けとなります

（WEBページからはお申し込みいただけません）。コミュファ光×@nifty WiMAX（ワイマックス）同時お申し込みキャンペーンのお申し込みをご
希望の場合、@niftyお申し込み受付デスクへお電話いただき、「コミュファ光×@nifty WiMAX（ワイマックス）同時お申し込みキャンペーン希
望」の旨をお伝えください。

お電話でのお申し込み前に、以下の内容を必ずご確認ください。
■@nifty WiMAX（ワイマックス）機器販売について
特定商取引法に基づく表示

■電気通信事業法第26条（消費者保護ルール）に基づくサービス説明
アクセスコミュファコース
@nifty WiMAX Flat
※ 電気通信事業法第26条（消費者保護ルール）に基づくサービス説明は、サービスごとにそれぞれ適用されます。

※ PDF形式のファイルをご覧になるためには、Adobe Reader

が必要です。

最終更新日：2013年1月17日

個人情報保護ポリシー
©2012 NIFTY Corporation

