※ &（アンド）WiMAX割は、@nifty WiMAX Flat 年間パスポートを現在ご利用中の方で、@nifty光ライフ with フレッツを新たにご契約（敷設）いた
だいた方が対象となります。本割り引きの詳しい適用対象は&（アンド）WiMAX割の詳細をご確認ください。

@nifty光ライフ with フレッツサービスの特長

@nifty WiMAX（ワイマックス）サービスの特長

※ 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。

※1. 上記は、2013年2月1日～2013年4月30日までに@nifty光ライフ with フレッツにお申し込みいただき、2013年10月31日までに開通（@nifty光ライフ with フレッツで
の接続開始）した場合の料金となります。なお、フレッツ光月額利用料は、NTT東日本が実施するキャンペーンにより割り引きまたは無料となります。

※2. NTT東日本エリア/定額サービス（フレッツ光）が開通（@nifty光ライフ with フレッツでの接続開始）した月のフレッツ光月額利用料は、通常価格のフレッツ光月額利用
料を日割りした金額がかかります（にねん割などの割り引きは適用されません）。開通翌月より24カ月間割り引きとなります。

※3. @nifty光ライフ with フレッツと@nifty WiMAX Flat 年間パスポートを併用される場合、@nifty基本料金（税込262.5円/月）は不要です。

※

上記の月額費用は一例です。お客様が@nifty光ライフ with フレッツをご利用いただくお住まいの形態などによって月額費用は異なります。詳しくは本ページ内の料金詳

細にてご確認ください。

対象
現在、@nifty WiMAX Flat 年間パスポートをご利用中の方で、@niftyお申し込み受付デスクにて@nifty光ライフ with フレッツを新規にお申し込み
（敷設）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

@nifty WiMAX Flat 年間パスポートをご利用中の方

@nifty光ライフ with フレッツを新たにご契約（敷設）された方
※

以下の場合、&（アンド）WiMAX割の適用対象外となります。

※

@nifty光ライフ with フレッツのほかのキャンペーン（キャッシュバックキャンペーン、お得なセット販売キャンペーンなど）と重複してお申し込みいただくことはでき

@nifty光ライフ with フレッツのタイプ変更（マンションタイプ→ホームタイプなど）の方
@nifty WiMAX Flat/Step/Flat プラスをご利用中の方

ません。

割り引き詳細
上記の「&（アンド）WiMAX割」適用条件を満たし、@nifty光ライフ with フレッツが開通した月の翌々月から12カ月間、@nifty WiMAX Flat 年
間パスポート利用料を3,110.1円/月（税込）割り引きいたします。

※

@nifty光ライフ with フレッツが開通した月の翌々月が@nifty WiMAX Flat 年間パスポートの無料期間内だった場合は、割り引き適用開始が1カ月間遅れます。

※

12カ月間の割り引き適用期間中に@nifty光ライフ with フレッツを解除した場合、&（アンド）WiMAX割の割り引き適用はその時点で終了となり、@nifty WiMAX Flat 年間
パスポートの月額費用3,591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。

※ 12カ月間の割り引き適用期間中に@nifty WiMAX Flat 年間パスポートを解除、またはプラン変更した場合、&（アンド）WiMAX割の割り引きが適用されません。

※

フレッツ光回線の開通が遅れた場合、割り引きの適用開始が遅れる場合があります。また、フレッツ光回線が開通しなかった場合、本割り引きは適用されず、@nifty

WiMAX Flat 年間パスポートの月額費用3,591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。@nifty WiMAX Flat 年間パスポート

を1年間の契約期間内に解除する場合、変更・解除手数料がかかります。変更・解除手数料の詳細につきましては、Flat 年間パスポートの変更・解除手数料についてをご

覧ください。

初期費用

※1. 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. 上記は、2013年2月1日～2013年4月30日までに@nifty光ライフ with フレッツにお申し込みいただき、代表的な工事で2013年10月31日までに開通（@nifty光ライフ

with フレッツでの接続開始）した場合の料金となります。なお、お客様のご利用場所およびNTT東日本の設備状況や工事内容などにより、お支払いいただくNTT工事費は
異なります。NTT工事費の詳細につきましては、NTT東日本（0120-116116）へお問い合わせください。

※3. NTT工事費は分割払いとなり、フレッツ光月額利用料の無料期間終了の翌月よりご請求いたします。お支払いが完了する前にフレッツ光を解約された場合、NTT工事費の
残額を一括してご請求させていただきます。 なお、NTT工事費は分割払いのほか、一括払いもお選びいただけます。一括払いをご希望のお客様はこちらをご確認くださ

い。

※4. NTT西日本が実施するキャンペーンにより、上記の料金が適用になります。ただし、CLUB NTT-West入会およびご利用開始から24カ月の継続利用がキャンペーン適用条
件となります。CLUB NTT-Westに入会されなかった場合やご利用開始から24カ月以内に解除された場合は工事費相当額の解約金をNTT西日本にお支払いいただきます。
解約金の詳細につきましては、こちら

をご確認ください。なお、上記は、2013年2月1日～2013年5月31日までにお申し込みいただき、2013年8月31日までに開通

（@nifty光ライフ with フレッツでの接続開始）した場合の料金となります。

月額費用

上記の料金は、NTT東日本エリア/ホームタイプでご利用いただいた場合の一例となります。お客様のお住まいによって月額費用は異なりますので詳
細は以下のページにてご確認ください。

@nifty光ライフ with フレッツ月額料金の詳細（NTT東日本エリアの場合）

※1. 上記は、2013年2月1日～2013年4月30日までに@nifty光ライフ with フレッツにお申し込みいただき、お申し込み日から1年以内に開通（@nifty光ライフ with フレッツ
での接続開始）した場合の料金となります。

※2. NTT東日本が実施する「にねん割」をお申し込みいただいた場合の料金です。@nifty光ライフ with フレッツのお申し込みと合わせて、「にねん割」にお申し込みいただ
きます。「にねん割」の利用期間は2年単位（自動更新）です。利用開始日は、新規にフレッツ光をご利用になるお客様はフレッツ光の利用開始日の翌月1日、すでにフ

レッツ光をご利用のお客様は、本割り引きをお申し込みされた日の翌月1日です。利用期間の途中（利用期間満了月の翌月＜更新月＞を除く）でフレッツ光を解約された
場合、「にねん割」の解約金9,975円（税込）をお支払いいただきます。

※3. 上記は、2013年2月1日～2013年4月30日までに@nifty光ライフ with フレッツにお申し込みいただき、2013年10月31日までに開通（@nifty光ライフ with フレッツで
の接続開始）した場合の料金となります。なお、フレッツ光月額利用料は、NTT東日本が実施するキャンペーンにより割り引きまたは無料となります。

※4. NTT東日本エリア/定額サービス（フレッツ光）が開通（@nifty光ライフ with フレッツでの接続開始）した月のフレッツ光月額利用料は、通常価格のフレッツ光月額利用
料を日割りした金額がかかります（にねん割などの割り引きは適用されません。1カ月が30日間でご利用開始日が15日の場合、日割りでのフレッツ光利用料は、税
込5,460円÷30×16=税込2,912円となります）。開通翌月より24カ月間割り引きとなります。

※5. @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。

※6. @nifty光ライフ with フレッツが開通した月の翌々月から12カ月間、@nifty WiMAX Flat 年間パスポート利用料を3,110.1円/月（税込）割り引きいたします。

※

@nifty WiMAX Flat 年間パスポートの契約期間は1年間（利用登録月～12カ月目の月末まで）となります。契約期間は1年間満了後に自動更新されます。更新月などの無料

期間以外にサービスを解除またはプラン変更された場合、変更・解除手数料が5,250円（税込）かかります。なお、なお、初回ご購入時の機器代金で@nifty WiMAX専用機
器をご購入いただいた場合、@nifty WiMAX Flat 年間パスポートには機器特約が適用されます。機器特約の適用時の変更・解除手数料は、1年目：9,975円（税込）、2年
目以降：5,250円（税込）となります。ただし、Wi-Fiモバイルルーター＋タブレット端末セットをご購入いただいた場合、変更・解除手数料は1年目：20,475円（税

込）、2年目以降：5,250円（税込）となりますのでご注意ください。変更・解除手数料の詳細につきましては、Flat 年間パスポートの変更・解除手数料についてをご覧

※

ください。

@nifty光ライフ with フレッツと@nifty WiMAX Flat 年間パスポートを併用される場合、@nifty基本料金（税込262.5円/月）は不要です。

@nifty光ライフ with フレッツをご利用開始になるまでの手続き、開通までの目安、流れなどをご案内いたします。 &（アンド）WiMAX割は開通後に
適用となります※。

&（アンド）WiMAX割について
&（アンド）WiMAX割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、「&（アンド）WiMAX割希望」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）。

以下の場合、&（アンド）WiMAX割の適用対象外となります。
※
※

@nifty光ライフ with フレッツのタイプ変更（マンションタイプ→ホームタイプなど）の方
@nifty WiMAX Flat/Step/Flat プラスをご利用中の方

12カ月間の割り引き適用期間中に@nifty光ライフ with フレッツを解除した場合、&（アンド）WiMAX割の割り引き適用はその時点で終了とな

り、@nifty WiMAX Flat 年間パスポートの月額費用3,591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。

12カ月間の割り引き適用期間中に@nifty WiMAX Flat 年間パスポートを解除、またはプラン変更した場合、&（アンド）WiMAX割の割り引きが適用
されません。

フレッツ光回線の開通が遅れた場合、割り引きの適用開始が遅れる場合があります。また、フレッツ光回線が開通しなかった場合、本割り引きは

適用されず、@nifty WiMAX Flat 年間パスポートの月額費用3,591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。@nifty WiMAX Flat 年間パスポートを1年間の契約期間内に解除する場合、変更・解除手数料がかかります。変更・解除手数料の詳細につき
ましては、Flat 年間パスポートの変更・解除手数料についてをご覧ください。

@nifty光ライフ with フレッツのほかのキャンペーン（キャッシュバックキャンペーン、お得なセット販売キャンペーンなど）と重複してお申し
込みいただくことはできません。

@nifty光ライフ with フレッツについて
サービスについての注意事項

「フレッツ光」とは、「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光ライト」「Bフレッツ」（いずれもインターネット接続サービス）の総称です。
NTT東日本/西日本の設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合がございます。
NTT東日本/西日本設備などのメンテナンスのため、サービスを一時中断する場合があります。
お客様のご利用場所およびNTT東日本/西日本の設備状況や工事内容などにより、ご利用開始までの期間は異なります。
2年割プランのご契約期間は、2年間（開通日～24カ月後の月末まで）となります。2年ごとの契約満了月以外にコース変更または解除された場合、
違約金3,150円（税込）がかかります。

2段階定額サービス（フレッツ 光ライト）の場合、ご利用中の端末やソフトウェアによっては、ホームページの閲覧や電子メールの送受信等を行わ

ない場合でも自動的に通信（OSやセキュリティソフトの自動アップデートにより発生するインターネット通信）が行われ、通信パケットが発生す
ることがございます。

2段階定額サービス（フレッツ 光ライト）のマンションタイプでの提供は、光配線方式のみとなります。VDSL配線方式/LAN配線方式では、ご利用

いただけません。

国内ダイヤルアップ接続（テレコミアクセスポイントを除く）は、追加料金なしでご利用いただけます。

ひかり電話、フレッツ・テレビをご利用いただくには、@nifty光ライフ with フレッツのお申し込みが必要となります。
@niftyでは、多くのお客様にインターネットを快適にご利用いただくため、ファイル交換ソフト（Winnyなど）利用時に通信速度の制限を実施して
います。詳しくはこちらをご覧ください。
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
NTT東日本エリアの場合、NTT工事費は、2013年2月1日～2013年4月30日までに@nifty光ライフ with フレッツにお申し込みいただき、代表的な

工事で2013年10月31日までに開通（@nifty光ライフ with フレッツでの接続開始）した場合の料金となります。なお、お客様のご利用場所およ
びNTT東日本の設備状況や工事内容などにより、お支払いいただくNTT工事費は異なります。NTT工事費の詳細につきましては、NTT東日本

（0120-116116）へお問い合わせください。

NTT東日本エリアの場合、NTT工事費は分割払いとなり、フレッツ光月額利用料の無料期間終了の翌月よりご請求いたします。お支払いが完了する
前にフレッツ光を解約された場合、NTT工事費の残額を一括してご請求させていただきます。なお、NTT工事費は分割払いのほか、一括払いもお選

びいただけます（分割払いの途中で残額を一括でお支払いいただくことも可能です）。一括払いをご希望の際は、NTT東日本（0120-116116）へご

連絡ください。なお、一括払いをお選びいただいた場合でもNTT工事費の支払い総額は、分割払いの場合と同額になります。
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。

NTT東日本エリアの場合、@nifty月額料金は、課金開始日（NTT東日本から送付される「開通のご案内」に記載されている「ご利用開始日」に6日
間プラスされた日付）から、3カ月間無料となります。詳しくはこちらをご覧ください。
NTT西日本エリアの場合、@nifty月額料金は、開通月の月額費用は無料となり、その後割り引きが適用されます。
NTT東日本エリアの場合、@nifty月額料金は、2013年2月1日～2013年4月30日までに@nifty光ライフ with フレッツにお申し込みいただき、お申

し込み日から1年以内に開通（@nifty光ライフ with フレッツでの接続開始）した場合の料金となります。

NTT西日本エリアの場合、@nifty月額料金は、2013年2月1日～2013年5月31日までに@nifty光ライフ with フレッツにお申し込みいただき、お申

し込み日から1年以内に開通（@nifty光ライフ with フレッツでの接続開始）し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@nifty光ライフ with フレッツの各
種割り引きやキャンペーンの適用対象外となります。

NTT工事費、NTT契約料、フレッツ光月額利用料はNTT東日本/西日本へ、@nifty月額料金は@niftyへのお支払いとなります。
ビルなどにおいて、NTTが設置した構内ケーブル（光）を利用される場合、屋内配線利用料840円/月（税込）が加算されます（月遅れ請求）。

すでに@nifty会員の方で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、開通月は開通前
のコース料金がかかります。

IP電話機器利用料、フレッツオプション料金は月遅れでのご請求となります。
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。詳しくは消費
税総額表示についてをご覧ください。

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。
※

すでにフレッツ光回線をご契約されている場合。

※

お申し込み日から1年以内に開通（@nifty光ライフ with フレッツでの接続開始）しなかった場合。

※

タイプ変更（マンションタイプ→ホームタイプなど）の場合。

法人会員の場合、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。
ほかのキャンペーンとの重複適用はできません。

NTT東日本/西日本が実施するキャンペーンについての注意事項
NTT東日本エリアの場合、フレッツ光月額利用料は、2013年2月1日～2013年4月30日までに@nifty光ライフ with フレッツにお申し込みいただ
き、2013年10月31日までに開通（@nifty光ライフ with フレッツでの接続開始）した場合の料金となります。なお、フレッツ光月額利用料
は、NTT東日本が実施するキャンペーンにより割り引きまたは無料となります。

NTT東日本エリア/定額サービス（フレッツ光）が開通（@nifty光ライフ with フレッツでの接続開始）した月のフレッツ光月額利用料は、通常価格
のフレッツ光月額利用料を日割りした金額がかかります（にねん割などの割り引きは適用されません。1カ月が30日間でご利用開始日が15日の場

合、日割りでのフレッツ光利用料（ホームタイプご利用時の一例）は、税込5,460円÷30×16=税込2,912円となります）。開通翌月より24カ月間割
り引きとなります。

NTT東日本が実施するキャンペーンとして、NTT工事費相当額（1,050円（税込）×24カ月間 最大25,200円（税込））を無料期間終了の翌月より、

フレッツ光月額利用料から割り引きいたします。なお、NTT工事費相当額（1,050円（税込）×24カ月間 最大25,200円（税込））の割り引きは、代
表的な工事で開通（@nifty光ライフ with フレッツでの接続開始）した場合の割り引き金額となります。工事の内容によっては、割り引きの適用対
象外となる場合や割り引き金額が異なる場合がございます。

定額サービス（フレッツ光）の月額費用合計「にねん割適用時」は、NTT東日本が実施する「にねん割」をお申し込みいただいた場合の料金です。
「にねん割」の利用期間は2年単位(自動更新)です。利用開始日は、新規にフレッツ光をご利用になるお客様はフレッツ光の利用開始日の翌

月1日、すでにフレッツ光をご利用のお客様は、本割り引きをお申し込みされた日の翌月1日です。利用期間の途中（利用期間満了月の翌月＜更新

月＞を除く）でフレッツ光を解約された場合、「にねん割」の解約金（ホームタイプ：税込9,975円、マンションタイプ：税込1,575円）をお支払
いいただきます。

NTT西日本が実施するキャンペーンにより、NTT工事費は3,675円（税込）となります。ただし、CLUB NTT-West入会およびご利用開始から24カ月
の継続利用がキャンペーン適用条件となります。CLUB NTT-Westに入会されなかった場合やご利用開始から24カ月以内に解除された場合は工事費
相当額の解約金をNTT西日本にお支払いいただきます。解約金の詳細につきましては、こちら

をご確認ください。なお、上記

は、2013年2月1日～2013年5月31日までにお申し込みいただき、2013年8月31日までに開通（@nifty光ライフ with フレッツでの接続開始）し
た場合の料金となります。

NTT西日本エリア/定額サービス（フレッツ光）のフレッツ光月額利用料は、ご利用期間によって異なります。月額費用の詳細につきまして
は、@nifty光ライフ with フレッツ（NTT西日本エリア）の月額費用についてをご確認ください。
NTT西日本エリア/定額サービス（フレッツ光）のフレッツ光月額利用料は、光もっと2 割適用時の料金となります。光もっと2 割の初回割り引き適

用期間は、割り引き適用開始月から、@nifty光ライフ with フレッツの利用開始月を1カ月目とした24カ月目までとなります。割り引き適用期間終
了日の翌日を含む月を1カ月目として36カ月目の末日まで自動延伸します(以後、同様に自動延伸します）。光もっと2 割の適用期間中にフレッツ光
回線を解約された場合、光もっと2 割の解約金をNTT西日本にお支払いいただきます。解約金の詳細につきましては、光もっと2 割の解約金について
をご確認ください。なお、割り引き適用期間の満了月に解約をされる場合、光もっと2 割の解約金は発生いたしません。

NTT西日本エリア/2段階定額サービス（フレッツ 光ライト）のフレッツ光月額利用料は、フレッツ・あっと割引適用時の料金となり、2年間のご利
用を前提とした料金です。フレッツ光回線を1年未満で解約された場合はホームタイプ：10,500円（税込）/マンションタイプ：7,350円（税

込）、1年～2年で解約された場合はホームタイプ：5,250円（税込）/マンションタイプ：3,675円（税込）をフレッツ・あっと割引の違約金とし
てNTT西日本にお支払いいただきます。

フレッツ光月額利用料の開通月の無料期間は、フレッツ回線工事日前日までの日数を用いて、無料期間終了翌月のご利用分を日割計算し、減額い
たします。

NTT工事費、フレッツ光月額利用料は、NTT東日本/西日本が実施するキャンペーンとなります。
NTT東日本/西日本が実施しているBフレッツのキャンペーンは一部を除き適用されませんので、あらかじめご了承ください。

&（アンド）WiMAX割は、@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）。&（アン
ド）WiMAX割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、「&（アンド）WiMAX割希望」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。
■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

@nifty光ライフ with フレッツ/NTT東日本エリア（ホームタイプ）をご利用の方

@nifty光ライフ with フレッツ/NTT東日本エリア（マンションタイプ）をご利用の方
@nifty光ライフ with フレッツ/NTT西日本エリア（ホームタイプ）をご利用の方

@nifty光ライフ with フレッツ/NTT西日本エリア（マンションタイプ）をご利用の方
※ 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3月1日

消費者保護ルール

電話お申し込みはこちら！
@niftyお申し込み受付デスク
0120-50-2210
【受付時間】毎日10：00～19：00、携帯電話・PHS着信可

ウェブサイトの利用について

個人情報保護ポリシー
©2013 NIFTY Corporation

