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1. 適用等

2. 個人情報のお取扱いについてのご注意
ニフティでは本サービスお申し込み時にご記入いただいたお客様の個人情報を、お客様の利用環境との適合性
の確認等の調査、設置工事等、本サービスの提供及びサポートに必要な範囲で、UQに提供させていただく場
合があります。

3. 本サービスに関するお問い合わせ先
@niftyカスタマーサービスデスク
0120-32-2210（年中無休 10:00～19:00）
フリーダイヤルをご利用いただけない場合（携帯・PHS・海外など）は
03-5860-7600（通話料はお客様ご負担）

4. サービス内容
(1)通信方式、およびプランについて

種類 提供通信方式 提供プラン

シングルサービス モバイルWiMAX方式 Flatプラン、Flat 年間パスポートプラ
ン、Stepプラン、1Dayプラン

ハイブリッドサービス モバイルWiMAX方式およ
びCDMA方式 Flatプラスプラン

モバイルWiMAX方式（上り最大15.4Mbps※、下り最大40Mbps）

(2)サービス品質について
本サービスは、ベストエフォート型のデータ通信サービスです。通信速度はモバイルWiMAX方式の理論上の
最高速度であり、実際の速度を保証するものではありません。通信エリアやお使いの端末など、お客さまのご
利用環境によって通信速度が異なる場合があります。
電波を利用している為、建物の中やトンネル内などの障害物により電波の届かないところや、電波の弱いとこ
ろでは対応エリア内であってもご利用いただけません。また、使用中に電波状態の悪いところへ移動する場合
は、通信が切れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
本サービスは、ネットワークの保守メンテナンス等により、サービスがご利用いただけない場合があります。

(3)帯域制御について
Flatプラスプランは、CDMA方式での通信量が月間5ギガバイトを超過した場合、それ以降月末まで
のCDMA方式での通信速度を128kbpsに制限させていただきます。

(4)注意事項について
Flatプラスプランをご利用の場合、迷惑メール送信防止のため、Outbound Port 25 Blocking(インターネッ
ト上へのTCP25 番ポートを宛先とした通信の制限)を実施しています。メール送信の際は、587 番ポートな
ど、25 番以外のポートをメールソフト等に設定してご利用ください。対応状況および設定方法はメールサー
ビスをご契約されている事業者等へお問い合わせください。

(5)データ通信機器について
本サービスのご利用に必要なデータ通信機器は、お客様ご自身でご用意していただきます。また、本サービス
への接続が可能なデータ通信機器は、WiMAX Forum認証済みで、かつ電気通信事業法に基づく技術基準適合
認定および電波法に基づく技術基準適合証明を受けたものに限ります。前述の基準に適合しない機器からの通
信が確認された場合、ニフティは、お客様に対しデータ通信機器の利用停止、検査または修理等を行うよう通
知するものとします。一定期間を経過しても、前述の基準に適合しない通信の状況に変化が見られない場合
は、データ通信機器の利用停止、検査または修理等がなされなかったものとみなし、お客様がご利用のデータ
通信機器の本サービスへの接続を中止することがありますので、あらかじめご了承下さい。また、緊急の場合
には、予告なしに本サービスへの接続を中止することがあります。
データ通信機器によって対応するOSやインターフェイスなど、必要な利用環境が異なります。詳細につきま
しては、ご利用のデータ通信機器の製造元、販売元にご確認ください。
データ通信機器の管理はお客様のご自身の責任において実施していただきます。データ通信機器を紛失、盗難
された場合、データ通信機器を取得した第三者によって悪用される可能性がありますので、速やかに本サービ
スの解除手続を行ってください。

(6)登録可能なデータ通信機器台数について
Flatプラン、Flat 年間パスポートプランおよびStepプランでは、同月内に3台までのデータ通信機器を切り替
えてご利用いただくことができます。1台以上の機器を切り替えてご利用になる場合は、月額利用料のほか
に、月内に切り替えて利用した機器の数に応じたオプション料金が発生します。なお、機器を切り替えて利用
した場合であっても、同時にインターネット接続を行えるデータ通信機器は、一契約につき1つです。

(7)料金について
本サービスは、お客様がオンラインで実施される利用登録、または購入時点で契約済みとなっている機器の発
送をもって課金開始となります。課金開始後は、ご利用の有無にかかわらず所定の費用が発生します。
料金は、【別表1】をご参照ください。

（登録手数料）
本サービスのうち、Flatプラン、Flat 年間パスポートプラン、StepプランおよびFlatプラスプランのいずれか
のプランに新規にお申し込みいただいた方は0円となります。過去に本サービスをご利用になったことがある
方、または過去に本サービスをご利用になったことがある本サービス対応機器にてお申し込みの方は、登録手
数料3,150円（税込）が発生します。1Dayプランには登録手数料は発生しません。

（本サービスの利用料）
本サービスの利用料は、Flatプラン、Flat 年間パスポートプラン、StepプランおよびFlatプラスプランの場合
は月額でのご請求となります。1Dayプランの場合は日額でのご請求となり、同月内に複数回ご利用いただい
た場合は、積算でのご請求となります。 上記料金は、お客様のサービスのご利用の有無にかかわらず、「利
用状況照会※1」に記載の課金開始日より料金が発生します。

(8)本サービス提供対象外条件について
以下に該当する場合、本サービスへのお申し込みができません。
法人おまとめプランの場合
コンテンツ会員の場合
フリー会員の場合
@nifty会員（旧@nifty ID登録ユーザー）の場合
Cable@nifty会員の場合

また、本サービス回線を自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業（事業法施行規則に定める公衆無
線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。）での利用を目的とするお申し
込みはできません。

既にご利用中であっても、上記の目的で利用されている場合には、利用を停止し解除させていただきます。

(9)海外でのサービス利用について
本サービスをご契約中であって、かつデータ通信機器が【別表2】に定めるWiMAX通信モジュールを内蔵した
パソコンであれば、【別表3】に定める海外事業者が当該機器のMACアドレスを登録している場合に限り、海
外事業者が提供するサービスの申込を行うことができます。お客様は、本サービスにおいてニフティと提携す
るUQが定める周期に基づき、【別表3】の海外事業者へ当該機器のMACアドレスを通知することにあらかじ
め同意するものとします。
お客様は、ご自身と海外事業者との間で締結した契約に基づきサービスを利用するものとし、当社は海外での
サービスに関する一切の責任を負わないものとします。またお客様は、渡航先の法規を遵守し、利用にあたっ
てはご自身の責任において実施するものとします。

(10)プラン変更について
シングルサービスのうち、Flatプラン、Flat 年間パスポートプランおよびStepプランをご利用の場合、各プ
ラン間でのプラン変更が行えます。申請は同月内に何度でも行えますが、月末最終時点で申請されている内容
に基づき、翌月の料金プランへ適用されます。なお、1Dayプランとの間でのプラン変更はできません。

(11)解除について
本サービスの解除は、Flatプラン、Flat 年間パスポートプラン、StepプランおよびFlatプラスプランについて
はニフティが用意するホームページまたは電話窓口で行うことができます。1Dayプランについては、ご利用
開始から24時間後に自動的に解除となり、お客様ご自身で解除を行うことはできません。

(12)変更・解除手数料について
Flat 年間パスポートプランおよびFlatプラスプランは、期間契約を前提としたプランです。非更新月に解除、
またはプラン変更をされた場合、別表１に定める変更・解除手数料が発生いたします。また、Flat 年間パス
ポートプランおよびFlatプラスプランをいったん解除、またはプラン変更をされた場合、契約期間の引き継ぎ
はできません。

(13)機器特約について
2011年10月1日以降に初回ご購入時の機器代金で本サービス対応機器をお申し込みいただき、同時にFlat 年
間パスポートプランをご契約いただいた場合、機器特約が適用されます。
機器特約が適用された場合、非更新月に解除またはプラン変更をされると、【別表1】に定める変更・解除手
数料のうち、機器特約適用時の解除手数料が発生いたします。

(14)休会制度について
本サービス利用中は、休会制度はご利用いただけません。

(15)サービスの一時停止・自動解除について
@niftyの登録手続きが未完了のままですと、本サービスご利用中であってもサービスのご利用を停止・自動
解除させていただく場合がありますのでご注意ください。
登録手続の完了後も、料金未納などが継続した場合は本サービスのご利用を停止・自動解除となります。

(16) @nifty WiMAX Wi-Fiサービスについて
@nifty WiMAX Wi-Fiサービスは本サービスをご利用中のお客様へ提供する公衆無線LANサービスです。

＜サービス提供条件＞

通信方式 IEEE802.11a / IEEE802.11b / IEEE802.11g

利用料金 【別表1】をご参照ください。

利用条件
利用する@nifty IDで本サービスの以下プランを契約中であること
シングルサービス：Flatプラン、Flat 年間パスポートプラン、Stepプラン
および1Dayプラン

＜@nifty WiMAX Wi-Fiサービスに関する注意事項＞

@nifty WiMAX Wi-Fiサービスは、ベストエフォート型サービスです。実際にインターネット接続を行っ
た際の速度を保証するものではありません。通信エリアやお使いの端末など、お客さまのご利用環境に
よって通信速度が異なる場合があります。
電波を利用している為、建物の中やトンネル内などの障害物により電波の届かないところや、電波の弱い
ところでは対応エリア内であってもご利用いただけません。また、使用中に電波状態の悪いところへ移動
する場合は、通信が切れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
ネットワークの保守メンテナンス等により、@nifty WiMAX Wi-Fiサービスがご利用いただけない場合が
あります。
@nifty WiMAX Wi-Fiサービスは、同時にインターネット接続を行えるWi-Fi機器は一契約につき1つで
す。2つ以上のWi-Fi機器で通信を行うことは出来ません。
@nifty WiMAX Wi-Fiサービスに係る通信プロトコルは、IEEE802.11a、IEEE802.11b又
はIEEE802.11gのいずれかに準拠するものとし、当社がWi-Fi基地局設備ごとに定めるものとします。
本サービスを解除すると@nifty WiMAX Wi-Fiサービスも同時に解除されます。@nifty WiMAX Wi-
Fiサービス単体での解除は、承れません。
ニフティは、@nifty WiMAX Wi-Fiサービス回線において、SSID及びWEPキーを利用してセキュリティ
を確保します。ただし、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありま
せん。
迷惑メール送信防止のため、Outbound Port 25 Blocking(インターネット上へのTCP25 番ポートを宛
先とした通信の制限)を実施しています。メール送信の際は、587番ポートなど、25番以外のポートを
メールソフト等に設定してご利用ください。対応状況および設定方法はメールサービスをご契約されてい
る事業者等へお問い合わせください。
インターネット接続の提供にあたって動的にグローバルIPv4 アドレスを1つ割り当てます。但し、当社の
事情によりグローバルIPv4 アドレスに替わってプライベートIPv4 アドレスの割り当てを行う場合があり
ます。
本サービス契約者は、株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス（以下「提携事業者」といいます。）が公衆
無線LANサービス契約約款に基づき提供する@nifty WiMAX Wi-Fi サービスの認証に際して、本サービ
ス契約者が提携事業者に提示したWi-Fi認証ID及びWi-Fiパスワードの有効性について、提携事業者から
ニフティへ確認を求められた場合に、ニフティがその結果を提携事業者へ通知することにあらかじめ同意
していただきます。
@nifty WiMAX Wi-Fiサービスの提供にあたって、ニフティが定めるソフトウェア又は通信プロトコルに
係る通信等を制限する措置を執ることがあります。また、サービスエリアによってはご利用の通信の種類
により、速度が制限される場合があります。

附 則
本利用規約は、2013年8月1日より改訂実施されます。

【別表1】 料金表（税込）

登録手数料 0円

Flatプラン、Flat 年間パスポートプラン、StepプランおよびFlatプラスプランのいずれかへ新規にお申し込み
いただいた方に適用される料金です。
過去に本サービスをご利用になったことがある方、または、過去に本サービスをご利用になったことがある本
サービス対応機器にてお申し込みの方は、登録手数料3,150円が発生します。
また、登録手数料はFlatプラン、Flat 年間パスポートプラン、StepプランおよびFlatプラスプランご契約ごと
に発生します。1Dayプランでは登録手数料は発生しません。

[Flatプラン] ※月額定額

月額利用料 4,200円

利用登録月の本サービス月額利用料はかかりません。ただし、利用登録月と同月内に解除された場合は、月額
利用料の全額を請求いたします。

[Flat 年間パスポートプラン] ※期間契約 月額定額

月額利用料 3,591円

契約期間 1年間（利用登録月～12カ月目の月末まで）

変更・解除手数料

機器特約適用時 利用登録後1年間（12カ月間） 9,975円
以降 5,250円

機器特約適用時
利用登録後1年間（12カ月間） 20,475円
以降 5,250円

機器特約適用時
利用登録後1年間（12カ月間） 25,725円
以降 5,250円

機器特約非適用時 5,250円

更新期間
解除の場合 利用登録月を起算とした12カ月目末日から13カ月目

末日まで

プラン変更の場合 利用登録月を起算とした12カ月目初日から13カ月目
末日まで

利用登録月の本サービス月額利用料はかかりません。ただし、利用登録月内に解除された場合は、月額利用料
の全額を請求いたします。

[Stepプラン] ※月額二段階定額

月額利用料 378円～4,977円

パケット通信料 0.042円

利用登録月の本サービス月額利用料がかかります。下限料金には9,000パケットの定額利用料を含み、以降パ
ケット通信量に応じて料金が加算され、118,500パケットで上限料金となります。

[Flat プラスプラン] ※期間契約 月額定額

月額利用料 5,696.25円

契約期間 2年間（利用登録月の翌月～24カ月目の月末まで）

解除手数料

Wi-Fiモバイルルーターを
お申し込みされた場合 9,975円

Wi-Fiモバイルルーター＋
タブレット端末セットを
お申し込みされた場合

利用登録後2年間（24カ月間） 25,725円
以降9,975円

更新期間 利用登録完了後25カ月目の初日～最終日まで

利用登録月の本サービス月額利用料はかかりません。ただし、利用登録月内に解除された場合は、月額利用料
の全額を請求いたします。

[1Dayプラン] ※日額定額

日額利用料 598.5円

利用登録時点で上記日額利用料が発生します。

[機器切り替えオプション利用料]

データ通信機器を同月内に2台利用した場合 210円

データ通信機器を同月内に3台利用した場合 420円

月内の利用機器台数の実績に応じてオプション利用料が発生します。
月が変わると利用機器台数のカウントはリセットされます。

[@nifty WiMAX Wi-Fiサービス利用料]

利用料 無料

ただし、ご契約中の本サービス利用料金が別途、発生いたします。

【別表2】 海外サービス利用対象WiMAX通信モジュール

インテル® WiMAX／ WiFiLink5150
インテル® Centrino® Advanced-N+ WiMAX6250
インテル® Centrino® Advanced-N+WiMAX6150

【別表3】海外事業者

クリヤーワイヤレスLLC（Clear Wireless LLC）

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

（1）@nifty WiMAXは、ニフティ株式会社(以下「ニフティ」といいます)が、UQコミュニケーションズ株
式会社(以下「UQ」といいます)との提携により提供するモバイルWiMAXを利用したインターネット接続
サービス（以下「本サービス」といいます）です。
ご利用に際しては、@nifty会員であること及び本規約に同意する必要があります。

（2）本規約は、@nifty会員規約の一部を構成するものとし、本規約に規定されていない事項について
は、@nifty会員規約を適用するものとします。

※ 上り最大15.4Mbpsは、15.4Mbps対応WiMAX機器のみになります。対応していないWiMAX機器は、
上り最大10Mbpsとなります。

※ 上記速度は、理論値です。

※ 上記速度は、理論値です。

※1 「利用状況照会」について
本サービス「利用者メニュー 」内、「利用状況照会」よりご確認いただけます。
※ @nifty IDとログインパスワードが必要です。

1年間満了後に自動更新されます。※

2013年6月30日までにWi-Fiモバイ
ルルーター＋タブレット端末セット
をお申し込みされた場合

※

2013年7月1日以降にWi-Fiモバイル
ルーター＋タブレット端末セットを
お申し込みされた場合

※

2年間満了後に自動更新されます。※

※ 別途、ユニバーサルサービス制度に基づく負担額：月額 3.15円が発生いたします。

http://www.nifty.com/
http://www.nifty.com/policy/website.htm
http://www.nifty.co.jp/privacy/
http://www.nifty.com/
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/change.htm
http://setsuzoku.nifty.com/wimax/change.htm
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