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特典

WiMAX（ワイマックス）パソコンから新規に@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepのいずれかに
利用登録いただくと…

登録手数料無料
@nifty WiMAX（ワイマックス）利用料 → 最大2カ月間無料（利用登録月＋1カ月間）

［@nifty WiMAX Flat 年間パスポート料金］

 ほかの@nifty接続サービスと
併用される方※1

@nifty WiMAXのみを
利用される方

初期費用
（税込）

登録手数料 0円※2

月額費用
（税込）

@nifty WiMAX Flat

年間パスポート
利用料

3,591円
→ 最大2カ月間0円※2

@nifty基本料金※3 -
262.5円

→ @nifty入会月0円※4

月額費用合計（税込） 3,591円※5 3,853.5円

@nifty WiMAX Flat 年間パスポート以外の料金プラン一覧

期間

2013年5月1日（水）～2013年6月30日（日）

対象

2013年5月1日（水）～2013年6月30日（日）の期間に、WiMAX（ワイマックス）パソコンから新規
に@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepのいずれかへの利用登録をした方

WiMAX（ワイマックス）パソコンで@nifty WiMAX（ワイマックス）をご利用開始になるまでの手続きの流れを
ご案内いたします。

@nifty WiMAX（ワイマックス）についての注意事項

PCバリューセット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

WiMAX（ワイマックス） PCバリューセットのご案内

最終更新日：2013年5月1日

ページトップに戻る

回線速度について

©2013 NIFTY Corporation

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

料金詳細

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.

本ページ記載の登録手数料、@nifty WiMAX Flat 年間パスポート利用料は、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、@nifty WiMAX Flat 年間パスポート利用料の適用対象外となり、登録手数料3,150円
（税込）、@nifty WiMAX Flat 年間パスポート利用料（通常料金）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

※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。

※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。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（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。

※

期間・対象

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）パソコンにてお申し込
みの方は対象外となります。また、@nifty WiMAX 1Dayは対象外となります。

※

@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepを解除、プラン変更された場合、@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flat/Stepの
割り引きなどは失効いたします。

※

利用登録が翌月以降になってしまった場合、利用登録時に実施中の割り引きなどが適用されますのでご注意ください。※
WiMAX（ワイマックス）パソコン以外（@nifty WiMAX（ワイマックス）対応機器を含む）から、@nifty WiMAX Flat 年
間パスポート/Flat/Stepへの利用登録をされた場合、本ページ記載の割り引きなどは適用されません。

※

ご利用の流れ

ご注意事項

登録手数料、月額費用、変更・解除手数料は@niftyへのお支払いとなります。※
@nifty WiMAX Flat 年間パスポート/Flatは、初回ご利用開始日を含む月は月額利用料が無料になります。※
@nifty WiMAX（ワイマックス）の利用料金は、お客様自身でお手続きいただく利用登録の完了時より発生
いたします。

※

解除月の月額費用は全額ご請求いたします。※
利用登録月に解除された場合は、月額費用を全額ご請求いたします。※
登録手数料、月額費用、変更・解除手数料は月遅れでのご請求となります。※
上記はすべて税込表示価格です。※
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。

※

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）パソコンにてお申し込みの方は対象外となります。また、@nifty WiMAX 1Dayは対象外となりま
す。

※

@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などは失効いたしま
す。

※

@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。※
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