【お知らせ】
2017 年 6 月 1 日
ニフティ株式会社

ニフティ、MVNO サービス「NifMo」にて、新たな通話サービス
「NifMo 半額ダイヤル」と「NifMo 10 分かけ放題」を提供開始
～「NifMo」なら短時間通話も長時間通話もオトク！～
ニフティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：三竹 兼司）は、MVNO サービ
ス「NifMo」にて、「NifMo 半額ダイヤル」と「NifMo 10 分かけ放題」の提供を本日 6 月 1
日（木）から開始します。また、提供開始にあわせて、「NifMo 10 分かけ放題」の月額料
金が 7 月度まで無料となるキャンペーンを実施します。
「NifMo」では 2015 年 10 月から、月額定額かけ放題の IP 電話サービス「NifMo でんわ」
を提供しています（注 1）。このたび、電話の利用状況に応じてサービスを選択できるよう、
新たな通話サービスとして、通話料が半額になる「NifMo 半額ダイヤル」と、1 回の通話
時間が短い方にも対応する「NifMo 10 分かけ放題」を提供します。電話回線を使うので、
音声品質を落とさずに半額もしくは 10 分までの定額通話が可能です。
「NifMo 半額ダイヤル」は、国内通話料が 10 円/30 秒（税抜）になる通話サービスです
（注 2）。また、
「NifMo 10 分かけ放題」は、月額 830 円（税抜）で 1 回 10 分までの国内通
話が何度でもかけ放題になるオプションサービスです。いずれも専用アプリからの発信、
もしくはプレフィックス番号（0035-45）を相手の電話番号の先に付けて発信することで、
利用できます。なお、通話相手にはプレフィックス番号のない現在利用している携帯電話
番号が表示されます。
「NifMo 半額ダイヤル」と「NifMo 10 分かけ放題」、キャンペーンの概要は以下のとお
りです。
■サービス概要 ※すべて税抜価格
○提供開始日：2017 年 6 月 1 日（木）
○サービスページアドレス：http://nifmo.nifty.com/option/dial.htm
※制限事項など詳細はサービスページをご確認ください。

○利用条件：「NifMo」の音声通話を利用していること
◆「NifMo 半額ダイヤル」
専用アプリからの発信、またはプレフィックス番号（0035-45）を付けた発信で、通話料
が 20 円/30 秒のところ、半額の 10 円/30 秒になる通話サービスです（注 2）。申し込み
は不要で、専用アプリをインストールすることで、より簡単に利用できます。
◆「NifMo 10 分かけ放題」
申込後、専用アプリからの発信、またはプレフィックス番号（0035-45）を付けた発信で、
1 回の発信につき 10 分までの国内通話が何度でもかけ放題になるオプションサービスで
す。10 分を超過した分は 10 円/30 秒となります。
・月額料金：830 円

・通話料：1 回につき 10 分以内は 0 円。10 分を超過した分は 10 円/30 秒。
・申込方法：サービスページ、電話窓口、店頭にて申し込み。
※本サービスのみの場合は、サービスページまたは電話窓口にて受け付けます。

サービスページ：http://nifmo.nifty.com/option/dial.htm
電話窓口：＠nifty カスタマーサービスデスク
0120-32-2210（通話料無料、毎日 10：00～19：00）
携帯・PHS・海外などからは 03-5860-7600（通話料お客様ご負担）
店頭（ノジマ NifMo 受付カウンター）：http://nifmo.nifty.com/navi/shop.htm
○専用アプリ
・名称：「NifMo 半額ダイヤル」
・対応 OS：Android 4.1 以上、iOS 8.0 以降
・カテゴリ：通信
・機能：電話発信時、自動でプレフィックス番号を付与
発着履歴の確認（iOS 版は発信履歴のみ）
端末に登録されている連絡先の自動同期
＜アイコンイメージ＞
・ダウンロードページアドレス
【Android 版】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nifty.hangakudenwa
【iOS 版】
https://itunes.apple.com/jp/app/id1234167087
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*1 別途「NifMo」基本料金がかかります。また、各サービスを利用しなかった場合、通話料 20 円/30 秒がかかります。
*2 通話開始から 90 分前後経過した場合には自動的に通話が切断されますが、かけ直すことで再度通話が可能です。

■「NifMo 10 分かけ放題」スタート記念キャンペーン概要
○キャンペーン期間：2017 年 6 月 1 日（木）～2017 年 7 月 31 日（月）
○対象：キャンペーン期間内に「NifMo 10 分かけ放題」を契約した方
○特典：契約開始月から 2017 年 7 月度までの「NifMo 10 分かけ放題」月額料金が無料
○キャンペーンページアドレス：http://nifmo.nifty.com/cam/cp_kakeho/

当社は、これからも「ニフティとなら、きっとかなう。With Us, You Can.」という
コーポレートメッセージのもと、お客様のライフスタイルに合わせたサービス提供に努め
ていきます。
注 1）「NifMo でんわ」（ http://nifmo.nifty.com/option/denwa.htm ）
通話時間(*)や通話回数に関わらず月額定額で電話をかけられる IP 電話サービス。「国内かけ
放題プラン」1,300 円/月(税抜)、「国内＋海外かけ放題プラン」2,700 円/月(税抜)。2015 年
10 月提供開始。(*)通話開始から 90 分前後経過した場合には自動的に通話が切断されるが、か
け直すことで再度通話が可能。
注 2）専用アプリからの発信でない場合やプレフィックス番号を付けない場合の通話料金は 20
円/30 秒（税抜）。

以上

●＠nifty のサービスに関するお問い合わせ窓口
＠nifty カスタマーサービスデスク
0120-32-2210（通話料無料、毎日 10：00～19：00）
携帯・PHS・海外などからは 03-5860-7600（通話料お客様ご負担）
http://support.nifty.com/
※ IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンス
に基づき使用されています。
※ Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
※ 製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。
※ 特に記載がある場合を除き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）。
※ 内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。

