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＜ ＠nifty WiMAX利用規約＞ 

第 33版 

改訂：2015年 7月 1日 

1. 適用等

(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、KDDI株式会社

および沖縄セルラー電話株式会社（以下 3 社を併せて「提携事業者」といいます)との提携により提供する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会員であることおよ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。 

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、本サービスの提供およびサポートに必要な範囲で、ニフティの業務委託先、および提携事業者（提携事業者の業

務委託先を含む）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（通話料無料） ※携帯・PHS・海外の場合 03-5860-7600（通話料はお客様ご負担） 

 受付時間：毎日 10:00～19:00 

4. サービス提供ついてのご注意

ニフティでは公平なサービス提供の観点から、一定期間内に同一と思われるお客様から複数のお申し込みがあった場合、お申し

込みをお断りまたは取り消させていただくことがあります。 

5. サービス内容

(1)通信方式、プラン、サービス提供速度について

種類 提供通信方式 提供プラン 

WiMAX 2+サービス WiMAX方式、WiMAX 2+方式、LTE方式

※１

WiMAX 2+ Flat 2 年 ギガ放題、WiMAX 2+ 

Flat 2年、WiMAX 2+ Flat 2 年 au スマホ割、

WiMAX 2+ Flat 4年 au スマホ割 

シングルサービス WiMAX方式 Flat、Flat 年間パスポート、Step、1Day 

ハイブリッドサービス WiMAX方式、CDMA方式 Flat プラス 

※１一部のWiMAX対応機器では、WiMAX方式または LTE方式での通信がご利用いただけません。
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種類 サービス提供速度※１ 

WiMAX 2+方式 下り最大 220Mbps※2 上り最大 10Mbps 

WiMAX方式 下り最大 40Mbps※3 上り最大 15.4Mbps※4 

LTE方式※5 下り最大 75Mbps 上り最大 25Mbps 

CDMA方式 下り最大 3.1 Mbps 上り最大 1.8 Mbps 

※1：上記速度は、理論値です。ご利用の端末によっては、上記最大速度に対応していない場合があります。 

※2：下り最大 220Mbps 対応エリアは 2015 年 9 月末までに順次拡大する予定です。下り最大速度はご利用機器や提供

エリアの対応状況によって、220Mbps または 110Mbps となります。詳しくは、機器の仕様や提供エリアをご確認ください。 

※3：2015年 9月末までに順次下り最大 13.3Mbps エリアへ切り替わります。 

※4：WiMAX 2+対応エリアおよびその周辺では上り最大 10.2Mbps となる場合があります。 

※5：一部エリアでは下り最大 37.5Mbps/上り最大 12.5Mbps またはそれ以下になります。 

 

(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・災害等により、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 

＜WiMAX 2+サービスの場合＞ 

以下3つの通信モードを選択いただけます。  

 利用する方式 

WiMAX方式 WiMAX 2+方式 LTE方式 

ノーリミットモード※ ○ ー ー 

ハイスピードモード ○ ○ ー 

ハイスピードプラスエリアモード※ ー ○ ○ 

※一部のWiMAX対応機器では、ノーリミットモードまたはハイスピードプラスエリアモードによる接続がご利用いただけません。 

 

■月間データ通信量の合計による帯域制御 

[WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題] 

・毎月 1 日より積算したハイスピードプラスエリアモードによる通信量が 7Gbyte を超過した場合、ハイスピードモードでの 

WiMAX 2+方式のご利用を含む通信速度をそれ以降月末まで128kbpsに制限させていただきます。通信速度の制限は、翌

月1日に順次解除させていただきます。 

※上記速度は、理論値です。 

 

なお、上記に関わらずWiMAX 2+方式の回線混雑状況により、WiMAX 2+方式の通信速度を制限する場合があります。 

 

[WiMAX 2+ Flat 2年/WiMAX 2+ Flat 2年 au スマホ割/WiMAX 2+ Flat 4年 au スマホ割]  

・毎月1日より積算したWiMAX 2+方式およびLTE方式の合計通信量が7Gbyteを超過した場合、それ以降月末までの

WiMAX 2+方式およびLTE方式での通信速度を128kbpsに制限させていただきます。通信速度の制限は、翌月1日に順次
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解除させていただきます。  

※上記速度は、理論値です。 

 

・ただし、2015年2月19日までにWiMAX 2+ Flat 2年/WiMAX 2+ Flat 2年 auスマホ割/WiMAX 2+ Flat 4年 auスマ

ホ割をお申し込みの場合、利用登録月と2年間（利用登録月の翌月～24カ月目の月末まで）はハイスピードモードでご利用

いただいたWiMAX 2+方式による通信量が7Gbyteを超過しても通信速度の制限は実施しません。 

 

【auスマートバリューmine適用中による通信速度制限除外】 

WiMAX 2+ Flat 2年 auスマホ割またはWiMAX 2+ Flat 4年 auスマホ割をご利用で、「au スマートバリュー mine」適用

中の場合、ハイスピードモードでのWiMAX 2+方式の通信量が7Gbyteを超過した場合の通信速度制限は以下の通りです。 

 

・WiMAX 2+ Flat 2年 auスマホ割をご利用中の場合、通信速度制限を実施します。 

ただし、2015年2月19日までにWiMAX 2+ Flat 2年 auスマホ割をお申し込みされ、KDDI株式会社および沖縄セルラー電

話株式会社（以下「KDDI」といいます）の提供する特定のパケット通信サービス（LTEフラット(V)、LTEフラット、ISフラット、プ

ランF(IS)シンプル）にご加入されている場合、「auスマートバリュー mine」適用中は通信速度制限を実施しません。 

 

・WiMAX 2+ Flat 4年 auスマホ割をご利用中の場合、「auスマートバリュー mine」適用中は通信速度制限を実施しませ

ん。 

 

※ハイスピードプラスエリアモードで 7Gbyteを超過してご利用された場合、上記に関わらずハイスピードモードでのWiMAX 2+方

式のご利用を含む通信速度の制限が月末まで行われますのでご注意ください。 

 

■直近 3日間のデータ通信量の合計による帯域制御 

・前日までの直近3日間でWiMAX 2+方式およびLTE方式の合計通信量が3Gbyte以上となった場合、各方式の通信速度

の制限は以下の通りとなります。  

WiMAX 2+方式：通信速度を翌日にかけて制限します。  

LTE方式：通信速度を翌日にかけて制限します。 

 

＜ハイブリッドサービスの場合＞ 

[Flat プラス] 

■月間データ通信量の合計による帯域制御 

CDMA方式での通信量が月間 5Gbyte 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。 

※上記速度は、理論値です。 

 

(4)注意事項について 

・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。ただし、ニフティ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。 

また、2015 年 3 月以降、WiMAX 2+サービスでは、インターネット接続の提供にあたり、動的にプライベート IPv4 アドレスを 1

つ割り当てます。ただし、ニフティの事情により、プライベート IPv4アドレスに替わってグローバル IPv4アドレスの割り当てを行う場合

があります。 

WiMAX 2+サービスをご利用の場合は、グローバル IP アドレスオプションにより、グローバル IPv4 アドレスが割り当てられます。 
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料金は【別表 1】をご参照ください。 

 

・WiMAX 2+サービス、ハイブリッドサービスをご利用の場合、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。 

 

・サービス品質維持及び設備保護のため、24時間以上継続して接続している通信を切断する場合があります。 

 

(5)UIM カードの貸与について 

＜UIM カードの貸与＞ 

・ニフティは、WiMAX 2+サービスの提供に際して、お客様に対し、UIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUIMカ

ードの数は、１契約につき１枚とします。 

 

・ニフティは、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ニフティが貸与する UIMカードを変更することがあります。

この場合は、あらかじめそのことをお客様に通知します。 

 

＜電話番号その他の情報の登録等＞ 

・ニフティは、UIM カードを貸与する場合には、その UIM カードに電話番号その他の情報の登録等を行います。 

 

＜UIM カードの情報消去及び破棄＞ 

・お客様は、ニフティから貸与を受けているUIMカードを利用しなくなった場合には、UIMカードに切り込みを入れ、これを破棄して

いただきます。ただし、お客様は、ニフティから特段の指示があったときは、ニフティが指定するサービス取扱所へその UIM カードを返

却していただきます。 

 

＜UIM カードの管理責任＞ 

・お客様は、ニフティから貸与を受けている UIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。 

 

・お客様は、UIM カードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかにニフティに届け出ていただきます。 

 

・ニフティは、お客様以外の者が UIM カードを利用した場合であっても、その UIM カードの貸与を受けているお客様が利用したも

のとみなして取り扱います。 

 

・ニフティは、UIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。 

 

＜UIM カード暗証番号＞ 

・お客様は、当社が別に定める方法により、UIMカードにUIMカード暗証番号（そのUIMカードを利用する者を識別するための

数字の組合せをいいます。以下同じとします。）を登録することができます。この場合において、ニフティからその UIM カードの貸与

を受けているお客様以外の者が登録を行った場合、ニフティはそのお客様が登録を行ったものとみなします。 

 

・お客様は、UIM カード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。 

 



5 

 

(6)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。 

 

(7)登録可能なデータ通信機器台数について 

Flat、Flat 年間パスポートおよび Step 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

（機器切り替えオプション）。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。料金は、【別表 1】をご参照ください。 

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台です。 

 

(8)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。 

本サービスの利用料は、1Day を除き月額でのご請求となります。1Day 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。 

 

本サービス単体の接続サービスをお使いの場合、【別表 1】に定める利用料に加えて＠nifty基本料金 250円(税抜)がかかりま

す。なお、他接続サービスとあわせてご利用の場合は、＠nifty基本料金 250円(税抜)はかかりません。 

※上記はすべて税抜表示料金です。別途消費税がかかります。 

 

 （※1）「利用状況照会」について 

  「@nifty WiMAX のお手続き」(以下 URL)内、「利用状況照会」よりご確認いただけます。 

  http://support.nifty.com/support/member/mobile/wimax.htm 

  ※＠nifty ID とログインパスワードが必要です。 

 

(9)au スマートバリュー mine について 

・お客様は、提携事業者がニフティと提携して au スマートバリュー mine（提携事業者が au(WIN)通信サービス契約約款又

は au(LTE)通信サービス契約約款の定めにより提供する料金の割引です。以下同じとします。）をお客様に案内および提供す

るために（以下「本目的」といいます）、その氏名、住所、電話番号、生年月日並びに締結している契約の内容および契約状

況等の情報を、本目的の達成に必要な範囲でニフティが提携事業者に提供することにあらかじめ同意するものとします。 
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・WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題、WiMAX 2+ Flat 2 年 au スマホ割、WiMAX 2+ Flat 4年 au スマホ割は、au スマ

ートバリュー mine の適用を受けるためのプラン（以下「au スマートバリュー mine対応プラン」といいます）です。 

 

・au スマートバリュー mineの申し込みは、お客様が KDDI に対して直接行なう必要があります。 

以下の状態を確認してから、au ショップ、または KDDI お客さまセンターにてお申し込みください。 

  ＜au スマートバリュー mine対応プランに新規でお申し込みされた方＞ 

   ●お手元に、データ通信機器と UIM カードが到着後 

  ＜au スマートバリュー mine対応プランにプラン変更された方＞ 

   ●プラン変更申請を実施後 

 

・au スマートバリュー mine対応プランの解除等により、KDDI の定める au スマートバリュー mine適用条件を満たさなくなった

場合は au スマートバリュー mine の適用が終了します。 

 

・au スマートバリュー mine の適用可否は KDDI の判断で行われるものであり、au スマートバリュー mine 対応プランの申し込

みによって au スマートバリュー mine の適用を受けられることをニフティが保証するものではありません。 

 

・auスマートバリュー mineの内容、適用条件等は提携事業者が決定するものであり、その変更、廃止等について、ニフティは一

切責任を負いません。 

 

・ニフティと提携事業者との提携が解消された場合、お客様は、au スマートバリュー mine の適用資格を失います。これによりお

客様が損害等を被っても、ニフティは一切責任を負いません。 

 

(10)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 

 ・＠nifty会員（無料）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。 

 

(11)プラン変更について 

以下で定めるプラン間でのみプラン変更が可能です。（○：プラン変更可、ー：プラン変更不可） 

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、翌月から申請後の料金プランが適用され

ます。 

お手続きについては、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。 
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＜シングルサービスの場合＞ 

プラン変更後 

プラン変更前 
Flat Flat年間パスポート Step 1Day 

Flat 
 ○ ○ ー 

Flat年間パスポート 
○  ○ ー 

Step 
○ ○  ー 

1Day 
ー ー ー  

 

＜WiMAX 2+サービスの場合＞ 

     プラン変更後 

 

プラン変更前 

WiMAX 2+ Flat 2

年 ギガ放題 

WiMAX 2+ Flat 2

年（2015 年 2月 19日で 

お申し込み受付終了） 

WiMAX 2+ Flat 2

年 au スマホ割 

WiMAX 2+ Flat 4

年 au スマホ割 

WiMAX 2+ Flat 2

年 ギガ放題 
 ー ○ ○ 

WiMAX 2+ Flat 2

年 
○  ○ ○ 

WiMAX 2+ Flat 2

年 au スマホ割 
○ ー  ○ 

WiMAX 2+ Flat 4

年 au スマホ割 
ー ー ー  

 

※WiMAX 2+サービスのプラン変更手続きは、毎日 10:00～21:00 までとなります。電話窓口は、【3. 本サービスに関するお

問い合わせ先】に定める営業時間内での対応となります。 

※WiMAX 2+サービスのプラン変更による変更・解除手数料は発生いたしません。 

 

(12)解除について 

本サービスの解除は、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。ただし、1Day 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。 
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(13)変更・解除手数料および契約期間について 

・WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題、WiMAX 2+ Flat 2年、WiMAX 2+ Flat 2年 au スマホ割、WiMAX 2+ Flat 4年 

au スマホ割、Flat 年間パスポートおよび Flat プラスは、期間契約を前提としたプランです。更新期間以外に解除、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。ただし、WiMAX 2+ Flat 2 年 ギガ放題、

WiMAX 2+ Flat 2年 au スマホ割、WiMAX 2+ Flat 4年 au スマホ割へプラン変更された場合は、変更・解除手数料は

発生いたしません。 

・WiMAX 2+ Flat 2 年 ギガ放題、WiMAX 2+ Flat 2 年、WiMAX 2+ Flat 2年 au スマホ割からWiMAX 2+ Flat 4

年 au スマホ割へプラン変更または解除された場合、契約期間は引き継がれません。  

・Flat 年間パスポートおよび Flat プラスを解除、またはプラン変更をされた場合、契約期間は引き継がれません。 

・上記以外のプラン変更の場合は、契約期間は引き継がれます。 

 

 (14)機器特約について 

2011年 10月 1日以降、@nifty WiMAX対応機器をご購入いただいた場合、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。 

 

(15)休会制度について 

本サービス利用中は、休会することはできません。 

 

(16)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利用を停止・自動解除させていただきます。 

 

(17) 公衆無線 LANサービスについて 

＜WiMAX 2+サービス＞ 

 WiMAX 2＋サービスをご利用のお客様は、公衆無線 LAN サービス「＠nifty WiMAX Wi-Fi プレミアムサービス（以下

「Wi-Fi プレミアムサービス」といいます）」および「au Wi-Fi SPOT サービス（以下「au Wi-Fi SPOT」といいます）」を無料で

ご利用いただけます。 

 

■＠nifty WiMAX Wi-Fi プレミアムサービス 

[サービス提供条件] 

利用条件 利用する＠nifty ID でWiMAX 2+サービスを契約中であること。 

利用料金 【別表 1】をご参照ください。 

提携会社 UQ コミュニケーションズ株式会社(SSID が"UQ_Wi-Fi"のエリア) 

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(上記以外のエリア) 

 

[注意事項] 

・Wi-Fi プレミアムサービスのご利用にあたっては本規約のほか、「WiMAX 2+Wi-Fi サービス ご利用規約」が適用されます。 

「WiMAX 2+Wi-Fiサービス ご利用規約」は以下の URL からご確認ください。  

http://www.uqwimax.jp/signup/term/index2.html 

・Wi-Fi プレミアムサービスは、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
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りません。通信エリアやお使いの端末など、お客様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、使用中に電波状況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、Wi-Fi プレミアムサービスがご利用いただけない場合があります。 

 

・Wi-Fi プレミアムサービスは、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台です。2台以上のWi-Fi機器

で通信を行うことは出来ません。 

 

・本サービスを解除すると Wi-Fi プレミアムサービスも同時に解除されます。Wi-Fi プレミアムサービス単体での解除は、承れませ

ん。 

 

・ニフティは、Wi-Fi プレミアムサービス回線において、SSIDおよびWEPキーを利用してセキュリティを確保します（一部例外を除

く）。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ニフティ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り、動的に IPv4 アドレスを 1 つ割り当てます。接続のタイミングにより、プライベート IPv4 アドレ

スまたはグローバル IPv4 アドレスが使用されます。 

 

・お客様は、Wi-Fi認証 ID及びWi-Fiパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、その不正使用が想

定される事態を認識したときは、そのことを速やかにニフティに届け出ていただきます。 

 

・株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス（以下「Wi-Fi 提携事業者」といいます）が「WiMAX 2+Wi-Fi サービス ご利用規約」に

基づき提供するWi-Fi プレミアムサービスの認証に際して、お客様がWi-Fi提携事業者に提示したWi-Fi認証 IDおよびWi-Fi

パスワードの有効性について、Wi-Fi 提携事業者から UQ コミュニケーションズ株式会社（以下「UQ」といいます）またはニフティ

へ確認を求められた場合に、UQ またはニフティはその結果を Wi-Fi 提携事業者へ通知いたします。同様に UQ からニフティへ確

認を求められた場合、ニフティはその結果を UQへ通知いたします。 

ニフティは、Wi-Fi プレミアムサービスの提供及び上記の通知に関連して生じた損害については、一切の責任を負わないものとしま

す。 

 

・Wi-Fi プレミアムサービスの提供にあたって、UQ および Wi-Fi 提携事業者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。 

 

■au Wi-Fi SPOT サービス 

[サービス提供条件] 

利用条件 利用する＠nifty ID でWiMAX 2+サービスを契約中であること。 
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WiMAX 2+サービスの UIM カードを装着した対応端末で接続機能を有効にしていただくこと。 

利用料金 【別表 1】をご参照ください。 

提携会社 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(SSIDが"au_Wi-Fi2"のエリア) 

 

[注意事項] 

・au Wi-Fi SPOTのご利用にあたっては「「au Wi-Fi SPOT」利用規約」が適用されます。「「au Wi-Fi SPOT」利用規約」は

以下の URL からご確認ください。 

http://www.uqwimax.jp/signup/term/index2.html 

・Wi-Fi提携事業者が「「au Wi-Fi SPOT」利用規約」に基づき提供する au Wi-Fi SPOT の認証に際して、Wi-Fi提携事業

者から UQ またはニフティへそのお客様が使用している UIM カードの有効性の確認を求められた場合に、UQ またはニフティはその

照会結果を Wi-Fi 提携事業者へ通知いたします。同様に UQ からニフティへ確認を求められた場合、ニフティはその照会結果を

UQ へ通知いたします。ニフティは、上記の対応に関して生じた損害については、その理由の如何にかかわらず、一切の責任を負

わないものとします。 

 

・SSID「au_Wi-Fi2」に対応した国内のスポットでご利用いただけます。海外でのご利用はできませんのでご注意ください。 

 

・本サービスを解除すると au Wi-Fi SPOT も同時に解除されます。au Wi-Fi SPOT単体での解除は、承れません。 

 

＜シングルサービス＞ 

 シングルサービスをご利用のお客様は、公衆無線 LANサービス「＠nifty WiMAX Wi-Fiサービス（以下「Wi-Fiサービス」とい

います。）」を無料でご利用いただけます。 

 

■＠nifty WiMAX Wi-Fi サービス 

 [サービス提供条件] 

利用条件 利用する＠nifty ID でシングルサービスを契約中であること。 

利用料金 【別表 1】をご参照ください。 

提携会社 UQ コミュニケーションズ株式会社(SSID が"UQ_Wi-Fi"のエリア) 

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス(上記以外のエリア) 

 

[注意事項] 

・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、お客様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、Wi-Fi サービスがご利用いただけない場合があります。 

 

・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台です。2台以上のWi-Fi機器で通信を

行うことは出来ません。 
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・本サービスを解除するとWi-Fi サービスも同時に解除されます。Wi-Fi サービス単体での解除は、承れません。 

 

・ニフティは、Wi-Fi サービス回線において、SSID および 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ニフティ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り、動的に IPv4 アドレスを 1 つ割り当てます。接続のタイミングにより、プライベート IPv4 アドレ

スまたはグローバル v4IP アドレスが使用されます。 

 

・Wi-Fi 提携事業者が公衆無線 LAN サービス契約約款に基づき提供する Wi-Fi サービスの認証に際して、お客様が Wi-Fi

提携事業者に提示したWi-Fi認証 IDおよびWi-Fiパスワードの有効性について、Wi-Fi提携事業者から UQ またはニフティへ

確認を求められた場合に、UQ またはニフティはその結果を Wi-Fi 提携事業者へ通知いたします。同様に UQ からニフティへ確認

を求められた場合、ニフティはその結果を UQへ通知いたします。 

 

・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、2015年 7月 1日より改訂実施されます。 

 

【別表 1】 料金表※本文中の料金はすべて税抜表示です。別途消費税がかかります。 

[WiMAX 2+ Flat 2年ギガ放題] ※期間契約 月額定額                                   [税抜] 

登録手数料 3,000円 

月額利用料 新規お申し込みの場合 4,600円 

※利用登録月無料、その翌月から 24カ月間は

4,100円となります。 

プラン変更の場合 4,600円 

※プラン変更前のプランがWiMAX 2+ Flat 2

年/WiMAX 2+ Flat 2年 au スマホ割で月額

料金が 3,420円の場合、月額料金は 4,100

円となり適用期間は継続されます。 

LTE オプション料（月額） 

 

1,005円 

※ハイスピードプラスエリアモードで接続を行った

月のみ発生します。なお、一部のWiMAX対応

機器では、ハイスピードプラスエリアモードによる接

続がご利用いただけません。 

グローバル IP アドレスオプション料（月額） 96円 
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※グローバル IP アドレスオプション用の設定で接

続を行った月のみ発生します。 

契約期間 利用登録月と 2年間（利用登録月の翌月～

24 カ月目の月末まで） 

※2年間満了後に自動更新されます。 

変更・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 

利用登録月 19,000円 

1 カ月目～12 カ月目 19,000円 

13 カ月目～24 カ月目 14,000円 

26 カ月目以降 9,500円 

Wi-Fi モバイルルーター＋タブ

レットセットをお申し込みされた

場合 

利用登録月 24,000円 

1 カ月目～12 カ月目 24,000円 

13 カ月目～24 カ月目 19,000円 

26 カ月目以降 9,500円 

更新期間 契約満了月の翌月1日～最終日まで（2年ご

とに自動更新）  

※別途、ユニバーサルサービス制度に基づく負担額：月額 2円が発生いたします。 

※登録手数料はご契約ごとに発生します。 

※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。 

※WiMAX 2+サービスのプラン変更による変更・解除手数料は発生いたしません。 

 

[WiMAX 2+ Flat 2年/WiMAX 2+ Flat 2年 au スマホ割] ※期間契約 月額定額                 [税抜] 

登録手数料 3,000円 

月額利用料 新規お申し込みの場合 3,920円 

※利用登録月無料、その翌月から 24カ月間は

3,420円となります。 

プラン変更の場合 3,920円 

※プラン変更前のプランがWiMAX 2+ Flat 2

年 ギガ放題/WiMAX 2+ Flat 2 年で月額料

金 4,100円または 3,420円が適用されている

場合は、月額料金は 3,420 円となり適用期間

は継続されます。 

 

LTE オプション料（月額） 

 

1,005円 

※ハイスピードプラスエリアモードで接続を行った

月のみ発生します。なお、一部のWiMAX対応

機器では、ハイスピードプラスエリアモードによる接

続がご利用いただけません。 

グローバル IP アドレスオプション料（月額） 96円 

※グローバル IP アドレスオプション用の設定で接



13 

 

続を行った月のみ発生します。 

契約期間 利用登録月と 2年間（利用登録月の翌月～

24 カ月目の月末まで） 

※2年間満了後に自動更新されます。 

変更・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 

利用登録月 19,000円 

1 カ月目～12 カ月目 19,000円 

13 カ月目～24 カ月目 14,000円 

26 カ月目以降 9,500円 

Wi-Fi モバイルルーター＋タブ

レットセットをお申し込みされた

場合 

利用登録月 24,000円 

1 カ月目～12 カ月目 24,000円 

13 カ月目～24 カ月目 19,000円 

26 カ月目以降 9,500円 

更新期間 契約満了月の翌月1日～最終日まで（2年ご

とに自動更新）  

※別途、ユニバーサルサービス制度に基づく負担額：月額 2円が発生いたします。 

※登録手数料はご契約ごとに発生します。 

※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。 

※WiMAX 2+サービスのプラン変更による変更・解除手数料は発生いたしません。 

 

[WiMAX 2+ Flat 4年 au スマホ割] ※期間契約 月額定額                                [税抜] 

登録手数料 3,000円 

月額利用料 新規お申し込みの場合 3,920円 

※利用登録月無料、その翌月から 48カ月間は

3,420円となります。 

プラン変更の場合 3,920円 

※プラン変更適用月を1カ月目として48カ月間

は 3,420円となります。 

LTE オプション料（月額） 

 

1,005円 

※ハイスピードプラスエリアモードで接続を行った

月のみ発生します。なお、一部の WiMAX 対応

機器では、ハイスピードプラスエリアモードによる接

続がご利用いただけません。  

グローバル IP アドレスオプション料（月額） 96円 

※グローバル IP アドレスオプション用の設定で接

続を行った月のみ発生します。 

契約期間 利用登録月と 4年間（利用登録月の翌月～

48 カ月目の月末まで） 

※4年間満了後に自動更新されます。 

変更・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 

利用登録月 19,000円 

1 カ月目～12 カ月目 19,000円 

13 カ月目～24 カ月目 14,000円 
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25 カ月目～48 カ月目 9,500円 

50 カ月目以降 9,500円 

Wi-Fi モバイルルーター＋タブ

レットセットをお申し込みされた

場合 

利用登録月 24,000円 

1 カ月目～12 カ月目 24,000円 

13 カ月目～24 カ月目 19,000円 

25 カ月目～48 カ月目 9,500円 

50 カ月目以降 9,500円 

更新期間 契約満了月の翌月1日～最終日まで（4年ご

とに自動更新）  

※別途、ユニバーサルサービス制度に基づく負担額：月額 2円が発生いたします。 

※登録手数料はご契約ごとに発生します。 

※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。 

※WiMAX 2+サービスのプラン変更による変更・解除手数料は発生いたしません。 

 

[Flat] ※月額定額                                                          [税抜] 

登録手数料 3,000円 

月額利用料 4,000円 

※登録手数料はご契約ごとに発生します。 

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] ※期間契約 月額定額                                          [税抜] 

登録手数料 3,000円 

月額利用料 3,420円 

契約期間 1年間（利用登録月～12 カ月目の

月末まで） 

※1年間満了後に自動更新されま

す。 

変更・解除手

数料 

機器特約適用時 利用登録月 9,500円 

1 カ月目～11 カ月目 9,500円 

13 カ月目以降 5,000円 

機器特約適用時 

※2013年 6月 30日までに

Wi-Fi モバイルルーター＋タブ

レットセットをお申し込みされた

場合 

利用登録月 19,500円 

1 カ月目～11 カ月目 19,500円 

13 カ月目以降 5,000円 

機器特約適用時 

※2013 年 7 月 1 日以降に

Wi-Fi モバイルルーター＋タブ

レットセットをお申し込みされた

場合 

利用登録月 24,500円 

1 カ月目～11 カ月目 24,500円 

13 カ月目以降 5,000円 
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機器特約非適用時 5,000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（1年ごと

に自動更新） 

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（1年ごと

に自動更新） 

※登録手数料はご契約ごとに発生します。 

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] ※月額二段階定額                                                     [税抜] 

登録手数料 3,000円 

月額利用料 360円～4,740円 

パケット通信料 0.04円 

※登録手数料はご契約ごとに発生します。 

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] ※期間契約 月額定額                                               [税抜] 

登録手数料 0円 

月額利用料 5,425円 

※利用登録月無料、その翌月から 24

カ月間は 3,920円となります。 

契約期間 利用登録月と 2年間（利用登録月の

翌月～24 カ月目の月末まで） 

※2年間満了後に自動更新されます。 

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 9,500円 

Wi-Fi モバイルルーター＋タブ

レットセットをお申し込みされ

た場合 

利用登録月 24,500円 

1 カ月目～24 カ月目 24,500円 

26 カ月目以降 9,500円 

更新期間 契約満了月の翌月 1日～最終日まで

（2年ごとに自動更新）   

※別途、ユニバーサルサービス制度に基づく負担額：月額 2円が発生いたします。 

 

※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 3,000円が発生します。また、登録手数料はご契約ごとに発生します。 

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] ※日額定額                                                         [税抜] 

日額利用料 570円 



16 

 

※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]                                                    [税抜] 

データ通信機器を同月内に 2台利用した場合 200円 

データ通信機器を同月内に 3台利用した場合 400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。 

 

[au Wi-Fi SPOTサービス利用料]                                                  [税抜] 

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。 

 

[＠nifty WiMAX Wi-Fiサービス利用料]                                             [税抜] 

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。 

 

■料金表示について 

 本文中の料金／価格につきましては、すべて税抜表示です。別途消費税がかかります。詳しくは、以下 URL をご覧ください。

http://www.nifty.com/wnew/sougakuhyoji/ 


