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期間

2013年5月1日（水）～2013年5月31日（金）

対象

@nifty WiMAX Flat 年間パスポートをお申し込みいただき、新規にAtermWM3600Rクレードルセットをご
購入いただいた方

特典

AtermWM3600Rクレードルセットをご購入いただいた方：5,000円キャッシュバック

初期費用

Aterm WM3600Rクレードルセットの詳細

月額費用

キャッシュバックについての注意事項

サービスについての注意事項

機器故障時の修理・交換についての注意事項

回線速度についての注意事項

@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

お手軽！お申し込みの流れ

@nifty WiMAX（ワイマック
ス）トップ

@nifty WiMAX（ワイマック
ス）の特長

料金詳細

ご利用開始までの流れ

キャンペーン/割り引きなど

提供エリア

対応機器

無料のWi-Fiサービス

よくある質問

対応機器の設定方法

利用者メニュー

@niftyが選ばれる理由

消費者保護ルール ウェブサイトの利用について 個人情報保護ポリシー

@nifty WiMAXスタートキャンペーンのご案内
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回線速度について
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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

 

電話申し込み時の注意事項 お申し込み手続き済みの方はこちら
受付時間外はこちら（ご希望の日時にお電話します）

@nifty WiMAX（ワイマックス）

@nifty WiMAX（ワイマックス）は最新技術
を利用した次世代高速モバイル通信です。対
応機器のバリエーションが豊富なので、利用
用途に合わせてお選びいただけます。

@nifty WiMAX（ワイマックス）トップ

@nifty WiMAX（ワイマックス）の特長

料金詳細

ご利用開始までの流れ

キャンペーン/割り引きなど

提供エリア

対応機器

無料のWi-Fiサービス

よくある質問

高速モバイル通信
WiMAX（ワイマックス）
do LTE 定額にねんプラン
EMOBILE LTE 定額にねんプラン

光ファイバー
フレッツ光
auひかり
コミュファ光

ADSL

ADSL接続サービス
フレッツ・ADSL

キャンペーン

その他の接続サービス
フレッツ・ISDN

ダイヤルアップ
Cable@nifty

公衆無線LAN

携帯・PHS接続
海外でのご利用

コース一覧

サービスから選ぶ お客様サポート

コース変更手続き
お引っ越し
お客様情報
各種変更手続き
お申し込み後の進捗確認
メールの設定
インターネット接続設定

資料請求
よくある質問
ファミリープラン
会員向けサービス
サイトマップ
法人の方

よくある質問 お問い合わせ サイトマップ @niftyトップ

キャンペーン詳細

過去に@nifty WiMAX対応機器をお申し込みいただいた方は対象外となります。※
本特典は、お申し込みが多数の場合、予告なく終了となる場合がございます。※

料金詳細

すべて@niftyへのお支払い※

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（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/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（ワイ
マックス）対応機器にてお申し込みの方

※1.

過去に@nifty WiMAX（ワイマックス）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。

※2.

すべて@niftyへのお支払い※

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。

※1.

@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。※2.

@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。

※3.

@nifty WiMAX（ワイマックス）利用登録月の月額費用は、@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基本料金が発生します。詳細につきましては、利用登録
月の月額費用についてをご確認ください。

※4.

ほかの@nifty接続サービスと併用される場合、@nifty WiMAX（ワイマックス）の月額費用以外に併用する@nifty接続サービ
スの月額費用が発生いたします。

※5.

@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。

※

ご注意事項

キャッシュバック特典は、利用登録月を含む9カ月目に、ご登録いただいたお受取口座へ現金振り込みいた
します。お受取方法や特典の詳細については、利用登録月を含む8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。※
振込月前月までに解除またはプラン変更された場合、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。

※

振り込み完了後の責任は一切負いかねます。※

@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。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。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 Flat プラスの契約期間は2年間（利用登録月の翌月～24カ月目の月末まで）となります。契約
期間は2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、解除手数料が9,975円（税込）かかります。詳細につきましては、Flat プラスの契約期間・解除
手数料についてをご覧ください。

※

@nifty WiMAXは、1つの@nifty IDにつき1契約のみとなります。※
@nifty WiMAX Flat プラス→@nifty WiMAX Flat 年間パスポートなど、ハイブリッドサービスとシングルサー
ビスとの間でプラン変更を行うことはできません。

※

シングルサービスとハイブリッドサービスでは、ご利用いただける@nifty WiMAX対応機器が異なります。
詳細につきましては、@nifty WiMAX（ワイマックス）対応機器の機能一覧表をご確認ください。

※

@nifty WiMAX Flat プラスをご利用中の方は、機器切り替えオプションによる機器の切り替えを行うことは
できません。

※

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、@niftyお申
し込み受付デスクに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。

※

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）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（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勧めします）。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）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（ワイマックス）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。

※

@nifty WiMAX Flat プラスをご利用中の方は、au 3G回線を利用した月間の通信量が5GBを超過した場合、当
月末までau 3G回線を利用した回線速度を最大128kbpsに制限させていただきます。また、記載の回線速度
は理論値です。

※

@nifty WiMAX Flat プラスをご利用中の方は、@nifty WiMAX Wi-Fiサービスをご利用いただくことはできま
せん。

※

@nifty WiMAX Flat プラスをご契約中の方は、ユニバーサルサービス料が別途かかります。詳しくは「ユニ
バーサルサービス制度について 」をご覧ください。

※

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）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（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。

※

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 WiMAX Flat プラスでご利用いただけるau 3G回線の回線速度は、下り最大3.1Mbps/上り最
大1.8Mbpsとなります。また、記載の回線速度は理論値です。

※

@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（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、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（ワイマックス）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（ワイマックス）対応機器の販売価格に
ついてご確認ください。

※

@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。

※

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ません。
過去に@nifty WiMAX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
キャッシュバック特典の振込月以前に@nifty WiMAX Flat年間パスポート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。詳細につきましては、利用登録月の月額費用についてをご確認ください。

※

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。※

@nifty WiMAX（ワイマックス）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@nifty WiMAX（ワイマックス）の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 WiMAX Flat プラスでau 3G回線をご利用いただいた場合の回線速度は、下り最大3.1Mbps/上り最大1.8Mbpsとなります。また、記載の回線速度は理論値です。※

http://setsuzoku.nifty.com/hs_mobile/
http://setsuzoku.nifty.com/hikari/
http://setsuzoku.nifty.com/adsl/
http://setsuzoku.nifty.com/shindan/
http://www.nifty.com/member/
http://www.nifty.com/member/
http://www.nifty.com/
http://www.nifty.com/
http://setsuzoku.nifty.com/
http://setsuzoku.nifty.com/hs_mobile/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/kiki/aterm_wm3600r.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/kiki/aterm_wm3600r.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/sign_up/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/flow/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/service/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/service/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/service/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/price/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/flow/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/cam/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/cam/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/cam/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/area.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/kiki/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/option/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/option/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/option/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/faq/
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_13701/1.htm?lnk=s
http://support.nifty.com/support/member/mobile/wimax.htm
http://setsuzoku.nifty.com/riyuu.htm
http://setsuzoku.nifty.com/riyuu.htm
http://skype.nifty.com/
http://setsuzoku.nifty.com/
http://www.nifty.com/
http://setsuzoku.nifty.com/syohisya_hogo.htm
http://www.nifty.com/policy/website.htm
http://www.nifty.co.jp/privacy/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/sign_up/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/tel_caution.htm
http://support.nifty.com/support/madoguchi/
https://std.web-denwa.jp/nifty/pc.php
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/service/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/service/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/price/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/flow/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/cam/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/cam/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/cam/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/area.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/kiki/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/option/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/option/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/option/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/faq/
http://setsuzoku.nifty.com/hs_mobile/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/
http://setsuzoku.nifty.com/do_lte/
http://setsuzoku.nifty.com/do_lte/
http://setsuzoku.nifty.com/emobile_lte/
http://setsuzoku.nifty.com/emobile_lte/
http://setsuzoku.nifty.com/hikari/
http://setsuzoku.nifty.com/bflets/
http://setsuzoku.nifty.com/auhikari/
http://setsuzoku.nifty.com/auhikari/
http://setsuzoku.nifty.com/commufa/
http://setsuzoku.nifty.com/adsl/
http://setsuzoku.nifty.com/adsl/
http://setsuzoku.nifty.com/adsl/
http://setsuzoku.nifty.com/fadsl/
http://setsuzoku.nifty.com/fadsl/
http://setsuzoku.nifty.com/cam/
http://setsuzoku.nifty.com/others/
http://setsuzoku.nifty.com/isdn/
http://setsuzoku.nifty.com/isdn/
http://setsuzoku.nifty.com/dialup/
http://setsuzoku.nifty.com/catv/
http://setsuzoku.nifty.com/public_lan/
http://setsuzoku.nifty.com/public_lan/
http://setsuzoku.nifty.com/phs_mobile/
http://setsuzoku.nifty.com/phs_mobile/
http://setsuzoku.nifty.com/phs_mobile/
http://setsuzoku.nifty.com/wi_ho/
http://setsuzoku.nifty.com/price_list.htm
http://setsuzoku.nifty.com/course_change.htm
http://support.nifty.com/hikkoshi/
http://support.nifty.com/support/member/
http://support.nifty.com/support/member/setsuzoku/
http://support.nifty.com/support/kaitsu/
http://support.nifty.com/support/manual/mail/
http://support.nifty.com/support/manual/internet/
https://eq.nifty.com/webeq/pub/isd_00/seikyu
http://setsuzoku.nifty.com/faq/
http://www.nifty.com/family/
http://www.nifty.com/member/
http://setsuzoku.nifty.com/sitemap.htm
http://setsuzoku.nifty.com/houjin/
http://www.nifty.com/
http://setsuzoku.nifty.com/
http://setsuzoku.nifty.com/faq/
http://support.nifty.com/support/madoguchi/
http://setsuzoku.nifty.com/sitemap.htm
http://www.nifty.com/
http://www.nifty.com/
http://setsuzoku.nifty.com/hs_mobile/
http://setsuzoku.nifty.com/hikari/
http://setsuzoku.nifty.com/adsl/
http://setsuzoku.nifty.com/shindan/
http://www.nifty.com/member/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/price/heiyo_service.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/price/heiyo_service.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/otegaru1.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/otegaru1.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/otegaru1_cam.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/otegaru1_cam.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/passport_flow.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/passport_flow.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/passport_flow.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/passport_flow.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/flat_plus_flow.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/flat_plus_flow.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/flat_plus_flow.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/kiki/ichiran.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/kiki/ichiran.htm
http://ipphone.nifty.com/universal/
http://ipphone.nifty.com/universal/
http://ipphone.nifty.com/universal/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/price_flow.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/price_flow.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/kiki/card_price.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/kiki/card_price.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/kiki/card_price.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/price/heiyo_service.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/price/heiyo_service.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/price/heiyo_service.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/otegaru1.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/otegaru1.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/otegaru1_cam.htm
http://www.nifty.com/wnew/sougakuhyoji/
https://std.web-denwa.jp/nifty/pc.php
http://support.nifty.com/support/madoguchi/

	nifty.com
	@nifty WiMAXスタートキャンペーン | WiMAX（ワイマックス）なら@nifty


	ltYXgvY2FtL2Nhc2hiYWNrLmh0bQA=: 
	form8: 
	submit: 
	q: サイト内検索


	ltYXgvY2FtL2Nhc2hiYWNrLmh0bQA=: 
	form3: 
	sayfrom: 
	helpButton: 
	sendButton: 




