
 

【対応機器のお申し込み受付終了について】
AtermWM3600R＋Nexus 7セット、AtermWM3600Rクレードルセット＋Nexus 7セット、AtermWM3600Rク
レードルセット（ブラック）はご好評につき、お申し込み受付を終了いたしました。

本セットにAtermWM3600R専用クレードルは付属しておりません。
AtermWM3600RまたはAtermWM3600RクレードルセットをNexus 7とセットでご購入いただいた場合、AtermWM3600Rの本
体カラーは、ブラックのみの提供となります。
1カ月間の無料視聴期間が終了すると、980円/月（税込）がかかります。無料期間以降の継続を希望されない場合は、Huluの解約
手続きが必要となります。無料期間内に解約していただければ、請求はありません。
ご解約は、Huluホームページ からログイン後、アカウント設定のページでお手続きできます。
Huluのご利用は、Huluとの直接契約となります。
Hulu 1カ月間無料視聴キャンペーンにつきましては、キャンペーン詳細をご確認ください。
@nifty WiMAX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。



外出先でも移動中でも高速通信が可能なので、モバイル通信がもっと快適に、利用シーン
が断然広がります。
上記の回線速度は理論値です。詳細につきましては、こちらをご確認ください。

@nifty WiMAXを始めるなら、定額制の年間契約プラン「@nifty WiMAX Flat 年間パス
ポート」がオススメ！
使い放題の定額プランなので、重いデータのやりとりでも安心です。

@nifty WiMAX Flat 年間パスポートのみをご利用いただく場合の料金となります。

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。
無線LANスポットを探す必要もなく、どこでも快適にインターネットを楽しめます。

@nifty WiMAXは配線がいらないから、光ファイバーやADSLで必要な回線工事は、もち
ろん不要。設定も簡単なので、機器が届いたその日からすぐに、インターネットに接続で
きます。

@nifty WiMAXのご利用には専用機器が必要です。@nifty WiMAXは、機器のバリエー
ションが豊富。ノートPCだけでなく、iPadやiPod touchなどのWi-Fi対応機器にも外出
先で接続できるWi-Fiモバイルルーター、ノートPCにさすだけで手軽にすぐ使え
るUSB型接続データカードなど、用途に合わせてお選びいただけます。



Nexus 7は、Google™ブランドの7インチタブレット端末。コンパクトな手の
ひらサイズで、バッテリー駆動時間も約9.5時間だから、外出先での利用にぴっ
たり！セットのWi-Fiモバイルルーターを利用すれば、快適な高速インターネッ
トをお楽しみいただけます。

GoogleはGoogle Inc.の商標です。

コンパクトなデザインだから外出先での利用にぴった
り！Wi-Fi対応機器でインターネットが楽しめる！

販売中の機器はこちら

ご自宅でデスクトップパソコ
ン用の回線としても利用した
い方におすすめ！
販売中の機器はこちら

電池を気にせずに外出先でイ
ンターネットを利用したい方
におすすめ！
販売中の機器はこちら
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【対応機器のお申し込み受付終了について】
AtermWM3600R＋Nexus 7セット、AtermWM3600Rクレードルセット＋Nexus 7セット、AtermWM3600Rクレードル
セット（ブラック）はご好評につき、お申し込み受付を終了いたしました。



AtermWM3600RまたはAtermWM3600RクレードルセットをNexus 7とセットでご購入いただいた場合、AtermWM3600Rの本体カラーは、ブラックのみ
の提供となります。
機器購入時の料金プランに@nifty WiMAX Flat 年間パスポートをお選びいただき、新規に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をお選びいただいた場合や2回目以降の機器ご購入時の価格につきましては、@nifty WiMAX専用機器の販売価格について  をご確認ください。
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、予告なしに申込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。
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。
上記製品は@nifty WiMAX専用商品です。ほかのMVNOとは契約できませんので、ご注意ください。
@nifty WiMAX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。

上記の回線速度は理論値です。詳細につきましては、こちらをご確認ください。

@nifty WiMAX専用機器機能一覧表
特定商取引法に基づく表示
提供エリアの詳細

Hulu 1カ月間無料視聴キャンペーンクイズに正解して、@nifty WiMAX Flat 年間パスポートにお申し込みいた
だいた方にプレゼントいたします。

Huluを1カ月間無料でご覧いただけるPINコードについてのご連絡は、お客様の回線契約後に送付される@niftyスタートキットに
リーフレットを同梱させていただきます。ただし、年末年始や連休中につきましては、PINコードを後日単体で別送させていただく
場合がございます。あらかじめご了承ください。
Huluを1カ月間無料で視聴いただけるPINコードの有効期限は、2013年3月31日となります。
1カ月間無料をご利用いただく場合、クレジットカード番号の入力が必要となります（無料期間内に解約していただければ、請求は
ありません）。
1カ月間無料視聴期間が終了すると、980円/月（税込）がかかります。無料期間以降の継続を希望されない場合は、Huluの解約手続
きが必要となります。無料期間内に解約していただければ、請求はありません。
ご解約は、Huluホームページ からログイン後、アカウント設定のページでお手続きできます。
Huluのご利用は、Huluとの直接契約となります。
Huluを視聴いただけるデバイスは、お客様ご自身でご準備ください。対応デバイスの詳細につきましては、Hulu「機器（デバイ
ス）」ページ  にてご確認ください。



@nifty WiMAX Flat 年間パスポートは、ご契約期間が1年間の定額プランで
す。どんなに使っても月額料金（通信料）は定額なので、重いデータのやりと
りでも安心！@nifty WiMAXを長期間ご利用される方にオススメです。

期間

2012年12月3日～2013年1月31日

対象

Hulu 1カ月間無料視聴キャンペーンクイズに正解された上、新規に@nifty WiMAX専用機器をご購入いただ
き、@nifty WiMAX Flat 年間パスポートを料金プランに選択いただいた方
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、本キャンペーンの特典は付与され
ず、@nifty WiMAX専用機器本体価格（2回目以降ご購入時の機器代金）、機器送料800円(税込)が発生いたします。
過去に@nifty WiMAX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/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 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。
@nifty WiMAX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。
Huluを1カ月間無料で視聴いただけるのは、Hulu新規登録ユーザーのみとなります。
ほかのHulu無料視聴キャンペーン（2週間無料視聴など）に登録したことのある方は今回のキャンペーンは適用外となります。

【@nifty WiMAX Flat 年間パスポート料金】



他の@nifty接続サービスとは
@nifty WiMAX専用機器販売価格

他の@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と併
用できる接続サービス  をご確認ください。
本ページ記載の登録手数料は、2012年12月3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
過去に@nifty WiMAX専用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。
@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。
@nifty WiMAX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。
他の@nifty接続サービスと併用される場合、@nifty WiMAX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。
@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 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。

クイズにご正解いただくと専用のお申し込みページへと進みますので、
@nifty WiMAX Flat 年間パスポートのお申し込みを行ってください。



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。

お申し込みの流れ

@nifty WiMAX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。

詳しいお申し込みまでの流れ

お支払い方法について

@nifty WiMAX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。



Hulu 1カ月無料視聴についての注意事項
Huluを1カ月間無料で視聴いただけるPINコードの有効期限は、2013年3月31日となります。
Huluを1カ月間無料で視聴いただけるのは、Hulu新規登録ユーザーのみとなります。
1カ月間無料をご利用いただく場合、クレジットカード番号の入力が必要となります（無料期間内に解約していただければ、請求
はありません）。
1カ月間無料視聴期間が終了すると、980円/月（税込）がかかります。無料期間以降の継続を希望されない場合は、Huluの解約
手続きが必要となります。無料期間内に解約していただければ、請求はありません。
ご解約は、Huluホームページ からログイン後、アカウント設定のページでお手続きできます。
Huluのご利用は、Huluとの直接契約となります。
ほかのHulu無料視聴キャンペーン（2週間無料視聴など）に登録したことのある方は今回のキャンペーンは適用外となります。
Huluを視聴いただけるデバイスは、お客様ご自身でご準備ください。対応デバイスの詳細につきましては、Hulu「機器（デバイ
ス）」ページ  にてご確認ください。

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）
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）

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。
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。
AtermWM3600R（NY）Dは、修理・交換となった場合、AtermWM3600R（NY）Sへ交換となる場合がございます。



クイズにご正解いただくと専用のお申し込みページへと
進みますので、@nifty WiMAX Flat 年間パスポート

疑問点や質問がある方、お電話でのお申し込みを希望さ
れる方は、お気軽にお問い合わせください。

URoad-SS10（J） ブルーガチャムクモデルは、修理・交換となった場合、URoad-SS10（Black）へ交換となる場合がござい
ます。

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、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、2012年12月3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 年間パスポート/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。また、@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Step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
与されず、@nifty WiMAX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/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 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。
他の@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と併用できる接続サービス  」を
ご確認ください。
@nifty WiMAX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。

本特典は、こちらのページからのお申し込み、もしくはお電話にてオペレーターに「Huluを見た」とお伝えいただいた方のみ適
用となります。その他からお申し込みの場合は適用されませんので、あらかじめご了承ください。



のお申し込みを行ってください。 電話申し込み時の注意事項

お電話でお申し込みの際は「Huluを見た」とオペ
レーターにお伝えください。
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