※ &（アンド）WiMAX割は、@nifty光ライフ with フレッツ、および@nifty WiMAX Flat 年間パスポートを新たにご契約（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。

現在、@nifty WiMAX Flat 年間パスポートをご利用中の方は、こちらのページをご覧ください。

Wi-Fiモバイルルーター＋タブレット端末セットの詳細
※

Wi-Fiモバイルルーター＋タブレット端末セットは、お申し込みが多数の場合、予告なしに申し込み受付を終了することがございます。あらかじめご了承ください。

※

AtermWM3800Rの本体カラーは、ブラックまたはホワイトの2色からお好きなカラーをお選びいただけます。

※

@nifty WiMAX（ワイマックス）対応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。

@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5月1日～2013年9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、2014年3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
@niftyお申し込み受付デスクにて、&（アンド）WiMAX割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

@nifty光ライフ with フレッツ、@nifty WiMAX Flat 年間パスポートを「クレジットカード決済」にて、新たにご契約（敷設）された方（現
在、@nifty IDをお持ちのお客様で口座振替でのお支払いいただいている方は、@niftyお申し込み受け付けデスクにお問い合わせください）
※

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

過去に@nifty WiMAX（ワイマックス）対応機器（購入/レンタル）をお申し込みいただいた方
@nifty WiMAX Flat/Step/Flat プラスのいずれかの料金プランをご選択した方

※

@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。

現在、@nifty WiMAX Flat 年間パスポートをご利用中の方は、こちらのページをご覧ください。

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3,591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

@nifty WiMAX対応機器販売価格
※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5月1日～2013年9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2014年3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。

※5. 本ページ記載の登録手数料は、2013年5月1日～2013年6月30日までに@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Step/Flat プラス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/Flat プラス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/Flat プラス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

※6. 過去に@nifty WiMAX対応機器をお申し込みいただいた方、過去にご自身でWiMAX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、本体価格とは別に送料800円(税込)が発生いたします。

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
細につきましては、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5月1日～2013年6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5月1日～2013年9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、2014年3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3,591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、初回ご購入時の機器代金で@nifty WiMAX対応機器をご
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。

&（アンド）WiMAX割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。

@nifty WiMAX（ワイマックス）提供エリア
@nifty WiMAX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、電波状態がよ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
&（アンド）WiMAX割のお支払い方法は「クレジットカード決済」のみです。
※
※
※

現在、@nifty IDをお持ちのお客様で口座振替でのお支払いいただいている方は、@niftyお申し込み受け付けデスクにお問い合わせください。

お支払い方法が確定しないなどの理由により@nifty WiMAX対応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。

&（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 プラスのいずれかの料金プランをご選択した方

※

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

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エアによっては、ホームページの閲覧や電子メールの送受信などを行

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5月1日～2013年9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2014年3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5月1日～2013年6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。
本キャンペーンは、ほかの@nifty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5月1日～2013年9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、2014年3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。

@nifty WiMAXについて
サービスについての注意事項

@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。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・解除手料数について」をご覧ください。なお、以下の場合、変更・解除手数料が異なりま
すので、ご注意ください。
※

※

初回ご購入時の機器代金で@nifty WiMAX対応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）

変更・解除手数料 1年目：9,975円（税込）、2年目以降：5,250円（税込）

初回ご購入時の機器代金で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
（@nifty WiMAX Flat 年間パスポートには機器特約が適用）

変更・解除手数料 1年目：20,475円（税込）、2年目以降：5,250円（税込）

@nifty WiMAXは、1つの@nifty IDにつき1契約のみとなります。
Wi-Fiモバイルルーター＋タブレット端末セットをお申し込みの場合、お支払い方法はクレジットカード決済のみとなります。現在@nifty IDをお持
ちのお客様で、口座振替でのお支払いをご希望の方は、お電話にてお問い合わせください。

ファミリープランの子ID会員の場合、Wi-Fiモバイルルーター＋タブレット端末セットをお申し込みいただくことはできません。

法人会員の方は、Wi-Fiモバイルルーター＋タブレット端末セットをお申し込みいただくことはできません。

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対応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対応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対応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対応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、電波状態がよ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対応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、変更・解除手数料、解除手数料は@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月額料金、変更・解除手数料、解除手数料は、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、2013年5月1日～2013年6月30日までに@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Step/Flat プラスのいずれかのプラ

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/Flat プラス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/Flat プラス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

本ページ記載の送料、機器代金は、2013年5月1日～2013年5月31日までに機器購入時の料金プランに@nifty WiMAX Flat 年間パスポートをお申し
込みいただき、新規に@nifty WiMAX対応機器をご購入いただいた場合の価格となります。@nifty WiMAX Flat/Step/Flat プラスをお申し込みいただ
いた場合や2回目以降の機器ご購入時の送料や機器代金につきましては、@nifty WiMAX対応機器の販売価格についてをご確認ください。

@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Flat プラスは、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。また、@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Step/Flat プラスを解除された場合、月額費用の割り
引きは失効いたします。

@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。
@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。

本キャンペーンは、ほかの@niftyキャンペーンとの重複適用はできません。

&（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。
■@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

@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
@nifty WiMAX Flat 年間パスポート

※ 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5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
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