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@nifty WiMAX（ワイマックス）

料金詳細

WiMAX 2+（ワイマックス ツープラス）に対応した料金プラン（WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題）の詳細につい
て、ご案内いたします。

WiMAX 2+ Flat 2年 auスマホ割の詳細

WiMAX 2+サービスの料金プランの比較

登録手数料 機器代金 送料

3,000円 お選びいただいた機器の代金がかか
ります。

初回ご購入時

0円※1

WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題とは

WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題は、WiMAX 2+（ワイマックス ツープラス）対応のご契約期間が2年間の定額制
の料金プランです。毎月の料金を気にせずに使いたい方にお勧めです。

速度制限（直近3日間で10GB以上利用時、または、ハイスピードプラスエリアモードによる月間7GB以上利用
時）があります。制限の条件につきましては、速度制限についてをご確認ください。

記載の料金は、2017年8月1日～2017年8月31日までに新規にWiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題にお申し込みいただいた方
が対象となります。

※1.

@nifty WiMAX（ワイマックス）のみご利用いただく場合は、別途@nifty基本料金（税抜250円/月）がかかりま
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。

※2.

WiMAX 2+ Flat 2年、WiMAX 2+ Flat 4年 auスマホ割は、新規申し込み受け付けを終了いたしました。※

WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題 初期費用
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@nifty WiMAX（ワイマックス）対応機器の詳細

本ページ記載の機器代金、送料は、2017年8月1日～2017年8月31日までに機器購入時の料金プランにWiMAX 2+ Flat
2年 ギガ放題をお申し込みいただき、@nifty WiMAX（ワイマックス）対応機器をご購入いただいた場合の価格となりま
す。当該期間内に複数回、同一の@nifty WiMAX（ワイマックス）対応機器をご購入いただいた場合、複数回ご購入時の
機器代金、送料762円（税抜）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）。複数回ご購入時の
機器代金の詳細につきましては、@nifty WiMAX（ワイマックス）対応機器の販売価格について をご確認ください。

※1.

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（非課税、不課税を除く）。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。詳しくは弊社商品の価格表示についてをご覧ください。

※

WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題 月額費用

@nifty WiMAX（ワイマックス）のみ利用される場合、@nifty基本料金（税抜250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。

月額費用内訳（税抜）
割り引き期間終了後の月
額費用合計（税抜）WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題利用料

@nifty
基本料金

利用登録月：0円※1

翌月より2カ月間：3,420円※2

4カ月目以降：4,100円
250円※3 4,350円

WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題のみを利用
する場合

ほかの@nifty接続サービスと併用する場合

@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。※1.
記載の料金は、2017年8月1日～2017年8月31日までに新規にWiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題にお申し込みいただいた方
が対象となります。

※2.

@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。

※3.

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。※
WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題の契約期間は利用登録月と2年間（利用登録月の翌月～24カ月目の月末まで）となり、契約
期間は2年間満了後に自動更新されます。契約更新月（契約期間満了月の翌月）以外にサービスを解除された場合、変更・
解除手数料が利用登録月：19,000円（税抜）、1年目：19,000円（税抜）、2年目：14,000円（税抜）、3年目以
降9,500円（税抜）がかかります。変更・解除手数料の詳細につきましては、WiMAX 2+サービスの契約期間、変更・解
除手数料について をご覧ください。

※

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（非課税、不課税を除く）。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。詳しくは弊社商品の価格表示についてをご覧ください。

※
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WiMAX 2+サービスの対象プランとauスマートフォン/ケータイを同時にご利用いただくと、毎月のauスマート
フォン/ケータイの利用料金が割り引きとなります。

auスマートバリュー mineの詳細

WiMAX 2+ Flat 2年 ギガ放題には、速度制限がございます。以下の場合、ハイスピードモードでのWiMAX 2+と
ハイスピードプラスエリアモードでのWiMAX 2+およびau 4G LTEの通信速度を制限させていただきます。

月間データ通信量の合計による速度制限について

ハイスピードプラスエリアモード（WiMAX 2+とau 4G LTEをご利用いただけるモード）で毎月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7GBを超過した場合、それ以降、月末までハイスピードモードで
のWiMAX 2+方式のご利用を含む、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日に順次解除させていただきます。また、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。なお、記載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。

通信モードについて

直近3日間のデータ通信量の合計による速度制限について

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10GB以上となった場合、WiMAX 2+方式

およびLTE方式の通信速度を18時頃から翌日の2時頃※1にかけて概ね1Mbpsの速度※2に制限します。

@nifty WiMAX （ワイマックス）の料金はいつから発生しますか？

auスマートバリュー mineでauスマートフォン/ケータイの利用料金がお得！

速度制限について

2時前より通信を継続して利用し続けている場合、翌6時頃まで速度制限が継続しますが、2時以降に一度通信を切断するこ
とにより 速度制限が解除されます。

※1.

最大通信速度であり、電波環境等により1Mbps以下になることがあります。なお、記載の速度は理論値です。※2.

よくある質問
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@nifty WiMAX（ワイマックス）の利用登録月について教えてほしい。

@nifty WiMAX（ワイマックス）を解除した場合、違約金は発生しますか？

@nifty WiMAX（ワイマックス）のプラン変更方法を教えてほしい。

@nifty WiMAX（ワイマックス）機器申し込み手順を教えてほしい。

上記以外のよくある質問はこちら

@nifty WiMAX（ワイマックス）の過去の料金詳細をご覧いただけます。お申し込み日によって月額費用の割り引
き期間などが異なります。

料金詳細バックナンバー

最終更新日：2017年8月16日

ページトップに戻る

料金表示について

回線速度について

お申し込みの前に@nifty WiMAX（ワイマックス）の注意事項、在庫状況 を必ずご確認ください。

@nifty WiMAX（ワイマックス）のお申し込みはこちら

料金詳細バックナンバー

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（非課税、不課税を除く）。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。詳しくは弊社商品の価格表示についてをご覧ください。

※

@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（ワイマックス）の回線速度は、WiMAX 2+（下り最大440Mbps/上り最大10Mbps）、WiMAX（下り最
大13.3Mbps/上り最大10.2Mbps）、au 4G LTE（下り最大75Mbps/上り最大25Mbps）となります（WiMAX 2+の下り最大速度は
ご利用機器や提供エリアの対応状況によって、440Mbpsまたは220Mbps、110Mbpsとなります。また、WiMAX 2+の上り最大速度
は一部エリアで30Mbpsとなります。詳細につきましては、UQコミュニケーションズのホームページ をご確認ください。au 4G
LTEの一部エリアでは、下り最大37.5Mbps/上り最大12.5Mbps、またはそれ以下となる場合があります）。なお、料金プランに
よって、ご利用いただける回線は異なります。また、記載の回線速度は理論値です。

※

速度制限（直近3日間で10GB以上利用時、または、月間7GB以上利用時（WiMAX 2+ギガ放題の場合はハイスピードプラスエリア
モードのみ））があります。制限の条件は料金プランによって異なりますので、速度制限についてをご確認ください。

※

auの4G LTEは、国際電気通信連合（ITU）がLTEを「4G」と呼称することを認めた声明に準じております。※
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