
●チラシに掲載されている料金は2023年4月1日～2023年6月30日にお申し込みされ、お申し込みから1年以内に開通された方が対象となります。●「開通月」
とは、回線開通後にお客様が初めてホームゲートウェイ（HGW）を接続した日（HGWをインターネットにつなげた日）（課金開始日）の含まれる月をいいます。回
線開通後にHGWを接続されなかった場合には、自動的に回線開通後（回線開通工事日）から7日目が課金開始日となります。●料金は次の通りです。(1) 
@nifty auひかり 月額料金は開通月が無料となり、翌月（2カ月目）は4965.4円（税込）、3カ月目から12カ月目までは4981.9円（税込）、13カ月目から24カ月目ま
では4871.9円（税込）、25カ月目から36カ月目までは4,761.9円（税込）となります。37カ月目以降は5,390円（税込）となります。(2) 電話サービスの月額基本料が
開通翌月より35カ月間0円となります。●@nifty auひかり ずっとギガ得プランにおいて開通翌月から最大74カ月目までは、@niftyが実施する@nifty auひかり
の割引/キャンペーンの適用対象外となります。また、お申し込み日から1年以内に開通しなかった場合や、ホームタイプ（例：ギガ得プランからずっとギガ得プラ
ン）以外でのプラン変更やコース変更（例：ホームからマンション）の場合、初期費用（工事費）/月額費用などの割引やキャンペーンの適用外となりますので、あ
らかじめご了承ください。●初期費用（工事費）は一括払いまたは分割払いからお選びになれます。
（ずっとギガ得の分割回数は35回となります）。お支払いが完了する前に@nifty auひかりを解除された場合、初期費用（工事費）残額を一括してご請求させて
いただきます。●工事の実施を土日祝日に行う場合には、別途3,300円（税込）が必要です。●auひかりオプションサービス（電話・テレビ）をネットと同時にお
申し込みの場合、これらオプションサービスの登録費用はかかりません。なお、ネットサービス開始後にオプションサービス（電話・テレビ）を追加申込された
場合は、各880円（税込）を都度ご請求させていただきます。●宅内LAN機器をレンタルされる場合、495円/月（税込）～の追加料金がかかります。●auひかり
電話番号に対してユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料がかかります。（料金は https://ipphone.nifty.com/universal/ をご確認ください）。なお、
050番号オプションをご利用の場合は、計2番号分のご負担金がかかります。●auひかりの契約解除時に@niftyプロバイダーサービスの解除を同時に行わな
い場合、auひかりの解除月翌月からは料金コース変更のお手続きを行わなければ@niftyプロバイダーサービスに関してはダイヤルアップ接続プランの無制
限コース[2,200円/月(税込)]が適用されます。●「ずっとギガ得プラン」は、3年単位で自動更新されます。解約・プラン変更された場合は契約解除料4,730円
がかかります（3年契約満了月の当月、翌月、翌々月の3ヵ月間を除く）。●開通月の電話サービスの月額基本料は日割りでのお支払いとなります。●「かけつけ
設定サポート」はKDDI株式会社が提供する有料のオプションサービスです。詳細はKDDI株式会社へお問い合わせください。
【ご注意】 お申し込み手続きが完了次第、契約書面（@nifty スタートキット）を郵送いたしますので、内容をご確認ください。●新規に@niftyに入会され、お支
払い方法として@niftyからのご請求を選択された方は、同封の決済用紙にて所定の期日までに必ず支払方法のお手続きをお願いします。@niftyお申し込み
日から60日以内にお支払い方法が確定しない場合は@nifty IDが利用停止となり、その後も確定しない場合は取消となります。●お支払い方法確定前にか
かったご利用料金は請求書にてお支払いいただきます。なお、請求書払いの間は有償コンテンツはご利用いただけません。また、請求書発行時に手数料を
加算いたします。（手数料は  https://setsuzoku.nifty.com/settlement.htm の「お支払い方法についてのよくある質問」をご確認ください）。●本サービスは
初期契約解除制度の対象です。郵送される契約書面の受領日を1日目として8日目までに初期契約解除が可能です。契約書面に記載されている方法で意思
表示いただくことで、本契約の解除を行うことができます。この場合、お客様は、①損害賠償若しくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。②た
だし、本契約の解除までにかかっている月額料金、事務手数料及び既に工事が実施された場合の工事費は請求させていただきます。「auひかり ホーム10ギ
ガ・5ギガ」（オプションサービス）を同時にお申し込みの場合、「auひかり ホーム10ギガ・5ギガ」（オプションサービス）も解除となります。本チラシの内容と契
約書面の内容で相違がある場合は契約書面が優先されます。●ニフティに口座振替にてお支払いいただく場合、220円（税込）の口座振替決済管理費がか
かります。（KDDI請求の場合、口座振替決済管理費はかかりません。）
【「auひかり ホーム10ギガ・5ギガ」（オプションサービス）について】
●本オプションへのお申し込みは、提供可能エリアが限られます（東京・神奈川・埼玉・千葉）の一部エリア。●@nifty auひかりホームタイプ（標準、ギガ得、
ずっとギガ得を含む、以下同じ）をお申し込み、ご利用の方のみ、お申し込みいただけます。●本オプション料金は全て月遅れ請求となります。＜本オプション
割引について＞●回線開通月は本オプションの月額料金はかかりません。割引はauひかり ホームタイプ（ずっとギガ得）をご利用の方が対象となります。本オ
プションのご利用開始翌月より35カ月間、本オプションの月額料金から550円（税込）/月割引いたします。初月無料+35ヵ月間割引終了後の37カ月目以降は、
標準料金（１０ギガ：1,408円（税込）/月、５ギガ：550円（税込）/月）となります。●auスマートバリューまたはＵＱ自宅セット割（インターネットコース）適用の
場合、37カ月目以降も、永年550円（税込）/月値引きとなります。●割引対象期間中であっても、本オプションの解除やずっとギガ得プラン以外に変更している
期間は、割引月のカウントは継続しますが、割引はされません。本オプションを再度お申し込みされた場合は、初回にお申し込みされたご利用開始月が起算と
なります。記載の速度表示は理論値です。必ずしもこ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等によっては、思うように速度
が出ない場合、接続が不安定になる場合があります。ご提供可能な最大速度は、回線事業者（ＫＤＤＩ）の設備状況や他回線との干渉、お客様宅内の通信
設備等の影響により通信速度が低下する場合があります。また、ネットワーク利用状況によっても異なります。ギガホームゲートウェイ内蔵の無線LANご利用
（有料）時の最大通信速度は、概ね最大2.4Gbps（Draft IEEE802.11ax）/1.7Gbps（IEEE802.11ac）となります。接続先までの通信速度は機器の能力に依存し
ます。●推奨環境は次の通りです。LANポート：10GBASE-T以上、LANケーブルカテゴリ：6a以上

代理店コード K 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2303PP488
＜@nifty auひかりの詳細はコチラ＞ http://setsuzoku.nifty.com/auhikari/

〒169-8333　東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
●本チラシに記載されている会社名およびサービス名称はそれぞれ各社の商号・商標もしく
は登録商標です。●記載の内容は2023年4月現在のもので、予告なく変更される場合があり
ます。

■お申し込みに関するお問い合わせ先

ADB4667

注意事項（必ずお読みください）

初期費用（工事費）（一括払い、分割払い、残債含む）、登録費用（※）は工事実施日等、料金起算日の消費税率が適用されます。各種工事費用について
は工事実施日の消費税率が適用されます。※開通後にサービス追加された際の登録料は、追加サービスの提供開始日の消費税率が適用されます。

パソコン/スマートフォン/タブレット端末/ゲーム機のインターネット接続設定は合計
3台までOK！プリンター（複合機含む）の設定やSTB（STA3000、STW2000）のテレビ
視聴設定（有線）も1台まで対応いたします。詳細は、お申し込み後にお送りする契約
内容のご案内（@nifty スタートキット）をご確認ください。

自信がない方でも安心！

@nifty月額料金が開通月無料！@nifty月額料金が開通月無料！ 別途登録費用3,300円
（税込）がかかります。
別途登録費用3,300円
（税込）がかかります。

お申し込み期間：2023年4月1日～2023年6月30日

回線速度を1ギガから“5ギガ”または“10ギガ”へ
変更いただけるオプションサービスです。
ご利用にあたり「注意事項」を必ずお読みください。
※本オプションへのお申し込みは、提供可能エリアが限られます
（東京・神奈川・埼玉・千葉）の一部エリア。
※最大通信速度はお客様のご利用機器、宅内配線、回線の混雑状況
などにより低下します。

※37ヵ月目以降　月額料金550円（税込）
月額料金 0円5ギガ

特典適用で

※37ヵ月目以降　月額料金1,408円（税込）
月額料金 858円（税込）10ギガ

特典適用で

550円（税込）/月が
電話サービス基本料金

開通翌月から

ヵ月間
無料

@nifty auひかり高速サービス

5G・10Gで快適
さらに・・・

35メモ欄

※ 初期費用（工事費）を分割でお支払いいただいた場合。
● 記載されている料金の詳細は、裏面の「@niftyおよび@nifty auひかりへ新規お申し込みいただいた場合の料金推移」をご確認ください。
※ 初期費用（工事費）を分割でお支払いいただいた場合。
● 記載されている料金の詳細は、裏面の「@niftyおよび@nifty auひかりへ新規お申し込みいただいた場合の料金推移」をご確認ください。

初期費用（工事費）※込みのお支払い料金
▶6,160円（税込）/月

4,965.4円/月

2カ月目 3～12カ月目 13～24カ月目 25～36カ月目

@nifty月額料金

（税込）

初期費用（工事費）※込みのお支払い料金
▶6,160円（税込）/月

4,981.9円/月
@nifty月額料金

（税込）

初期費用（工事費）※込みのお支払い料金
▶6,050円（税込）/月

4,871.9円/月
@nifty月額料金

（税込）

初期費用（工事費）※込みのお支払い料金
▶5,940円（税込）/月

4,761.9円/月
@nifty月額料金

（税込）

サポート
無料出張設定

※KDDIのかけつけ設定サポートとは異なりますのでご注意ください。



裏面記載の注意事項もあわせてご確認ください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）ご利用に応じて通話料および発信番号表示
などのオプション料金が別途かかります。

電話サービス月額基本料550円（税込）/月が
開通翌月から35カ月間 0円

※ 初期費用（工事費）を分割でお支払いいただいた場合。
● 記載されている料金の詳細は、下記の「@niftyおよび@nifty auひかりへ新規お申し込みいただいた場合の料金推移」をご確認ください。
※ 初期費用（工事費）を分割でお支払いいただいた場合。
● 記載されている料金の詳細は、下記の「@niftyおよび@nifty auひかりへ新規お申し込みいただいた場合の料金推移」をご確認ください。

ずっとギガ得でずっとギガ得で

@nifty auひかり ホームタイプ　ずっとギガ得プラン 料金表

@niftyおよび@nifty auひかりへ新規お申し込みいただいた場合の料金推移
＜電話サービスをお申し込みで初期費用（工事費）を分割払いの場合＞

35ヵ月間お得が続く!!
¥ ¥
¥

¥

¥
会員様向け便利なオプションサービス!

専用の
電話窓口

リモート
サポート

訪問
サポート

常時安全セキュリティ24が、多様化&深刻化する
サイバー攻撃からパソコンやスマホを守ります。

パソコン、スマホ7台まで守ります！
で

世界中のパソコンで検知された新種の脅威の情
報を収集し、常に変化し続ける脅威からも保護し
ます。

新しい脅威やサイバー犯罪を素早く防ぎながら
も、システムにかかる負荷を抑えているので、い
つでも快適です。

スマホ紛失時も端末ロック機能で他人の悪用を
防げたり、プライバシー保護機能など、より安心
にスマホを利用できる環境を提供します。

月額料金

月額料金

パソコン・スマートフォンの「やってみたい」「困った」を
お手伝いする有料のサポートサービスです。

550円（税込）/月

550円（税込）/月 ※回線開通月無料は、「@nifty auひかり」と同時に「@niftyまかせて365」
をお申し込みいただいた方が対象です。ただし、回線開通月の当月中に
「@niftyまかせて365」を解除された場合、回線開通月無料は適用され
ず、月額料金550円（税込）が発生いたします。
※過去に「@niftyまかせて365」をお申し込みいただいていた場合は、「回
線開通月無料」の対象外です。
※月途中に解除されても、日割り計算や減額はいたしません。
※ご相談料金は「@niftyまかせて365」サービスサイトにてご確認ください。
http://365.nifty.com/price.htm

回線開通月無料!! 回線開通月無料!!

550円（税込）/月
月額料金

回線開通月無料!!

※回線開通月無料は、「@nifty auひかり」と同時に「常時安全セキュリ
ティ24」をお申し込みいただいた方が対象です。ただし、回線開通月
の当月中に「常時安全セキュリティ24」を解除された場合、回線開通
月無料は適用されず、月額料金550円（税込）が発生いたします。
※月途中に解除されても、日割り計算や減額はいたしません。

※回線開通月無料は、「@nifty auひかり」
と同時に「@nifty詐欺ウォール」をお申
し込みいただいた方が対象です。ただ
し、回線開通月の当月中に「@nifty詐欺
ウォール」を解除された場合、回線開
通月無料は適用されず、月額料金550
円（税込）が発生いたします。
※過去に「@nifty詐欺ウォール」をお申
し込みいただいていた場合は、「回線
開通月無料」の対象外です。
※月途中に解除されても、日割り計算や
減額はいたしません。

①公的機関との連携により、広く詐欺情報を取得
②日本人を標的にした最新の詐欺サイトをスピード検知
③独自の検知エンジンで詐欺サイトをブロック

詐欺ウォールの
3つの特長

詐欺ウォールは巧妙なネット詐欺からあなたを守る
「ネット詐欺」専用セキュリティソフトです。

初期費用（工事費）※込みのお支払い料金
▶6,160円（税込）/月

4,965.4円/月

2カ月目 3～12カ月目 13～24カ月目 25～36カ月目

@nifty月額料金
インターネットに
接続したい

無線LANの
設定をしたい

パソコン・スマートフォン
の設定をしたい

パソコンの動きが
遅い 調べて！

※１ 電話サービスの通話料が別途かかります。
※２ auひかりオプションサービス（電話・テレビ）をネットと同時にお申し込みの場合、これらオプションサービスの登録費用はかかりません。なお、ネット

サービス開始後にオプションサービス（電話・テレビ）を追加申込された場合は、各880円（税込）を都度ご請求させていただきます。
※３ 開通月の電話サービスの月額基本料は日割りでのご請求となります。ご請求のタイミングは上図と異なる場合があります。
※４ すでに@nifty接続サービスをご利用の方で、@nifty光/@nifty光ライフ with フレッツ/@nifty光 with フレッツ/Bフレッツ/@nifty コミュファ光
/ADSL接続サービス/フレッツ・ADSL/フレッツ・ISDNからコース変更の場合、開通月までコース変更前の料金がかかります。

@nifty月額料金
電話サービス月額基本料

初期費用（工事費）（分割払いの場合）
登録費用

・・・0～550円※3

3,300円3,300円

開通月※４

お支払い料金※１

3,300円※2

～ 　

3,850円※3 550円

5,390円
通常料金
5,390円
通常料金

37カ月目以降

お支払い料金※１

5,940円

3～12カ月目

お支払い料金※１

6,160円

10カ月間
4,981.9円
10カ月間
4,981.9円

電話サービス
月額基本料0円
電話サービス
月額基本料0円

2カ月目

お支払い料金※１

6,160円

4,965.4円4,965.4円

電話サービス
月額基本料0円
電話サービス
月額基本料0円

13～24カ月目

お支払い料金※１

6,050円
電話サービス
月額基本料0円
電話サービス
月額基本料0円

お支払い料金※１

5,940円

25～36カ月目

12カ月間
4,761.9円
12カ月間
4,761.9円

電話サービス
月額基本料0円
電話サービス
月額基本料0円

1,178.1円

初期費用（工事費）
一括払い（ 41,250円（税込）） または 分割払いとなります
●35回分割払い（2カ月目1194.6円（税込）、3カ月目～36カ月目1178.1円（税込））

オプションサービス ■@nifty auひかり高速サービス ホーム ： 【10ギガ】1,408円（税込）/月   【5ギガ】550円（税込）/月  

3,300円（税込）※23,300円（税込）※2

■電話サービス ： 550円（税込）/月　　■テレビサービス ： 550円（税込）/月～　

（税込）

（税込）

（税込）（税込） （税込） （税込）

（税込）

（税込） （税込） 1,178.1円（税込） 1,178.1円（税込）1,194.6円（税込）

（税込） （税込）
（税込）

12カ月間
4,871.9円
12カ月間
4,871.9円

（税込） （税込） （税込）

（税込）

登録費用

（税込）

初期費用（工事費）※込みのお支払い料金
▶6,160円（税込）/月

4,981.9円/月
@nifty月額料金

（税込）

初期費用（工事費）※込みのお支払い料金
▶6,050円（税込）/月

4,871.9円/月
@nifty月額料金

（税込）

初期費用（工事費）※込みのお支払い料金
▶5,940円（税込）/月

4,761.9円/月
@nifty月額料金

（税込）

お客様のログインID、パスワード、クレジットカード情報、電話番号な
ど、個人情報がダークウェブなどの闇ネットワーク上に流出していな
いか常に監視します。流出を検知した場合、アプリに通知します。

回線開通月無料!!
月額料金

※回線開通月無料は、「@nifty auひかり」と同時に「@niftyセキュア・プライバシー」をお申し込みいただいた方が対象です。ただし、回線開通月の当月
中に「@niftyセキュア・プライバシー」を解除された場合、回線開通月無料は適用されず、月額料金440円（税込）が発生いたします。
※本サービスは、すべての流出した個人情報を見つけ、通知すること、削除および流出元を特定することはできません。また流出による被害の発生/拡
大を防止できることを保証するものではありません。
※月途中に解除されても、日割り計算や減額はいたしません。

強力なパスワード管理機能と、個人情報の流出を監視・通知機能で、
パスワードやクレジットカード情報などの流出による被害拡大を未然に防止！

440円（税込）/月7台インストールできて

●モニタリング機能（情報流出監視機能）
・パスワード保存：WebサイトやモバイルアプリのIDとパスワードをまとめ
て管理、保存しパスワード忘れを防止します。
・パスワード生成：安全で強固なパスワードを自動生成できます。
・パスワード自動入力（オートフィル）：Webサイトやモバイルアプリを利用
する際の入力する手間を省きます。
・マルチデバイス管理：パソコンやスマートフォン、タブレットなど複数の端
末でデータを同期できます。

●パスワード管理機能

（旧@niftyパスワードマネージャー）


