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パキッ！

ブルッ！

切り欠き

microSIM
スロット1
※こちらに差してください。

microSD
スロット

microSIM
スロット2
※海外のGSM 用のため、
　こちらでは動作しません。



①[新しいアカウントを作成]
をタップします。
※以下、新規の場合を記載
いたします。既にGoogl e
アカウントを取得している
場合は、上段に入力してロ
グインします。

④上段に設定したいパス
ワード、下段の確認欄に同
一のパスワードを入力し、
[次へ]をタップします。
※文字は入力すると見えない
ように「・」で表示されます。

③希望するユーザー名を入力
し、[次へ]をタップします。
※すでに他の人が使用して
いる場合には取得するこ
とができまない旨のメッ
セージが表示されます。

②「姓」「名」をそれぞれ入力
し、[次へ]をタップします。

⑤万が一パスワードを忘れて
しまった場合にSM Sで通
知を行うことができます。
※ここでは[スキップ]を選択し
ています。

⑨Google Pla yストアで使
用する支払情報の設定は
後から設定も可能なため、
ここでは[後で]をタップし
て[次へ]をタップします。

以上で設定は完了です。

⑧オプションを適宜設定して
[次へ]をタップします。

⑥[プライバシーポリシーと
利用規約]を確認して[同
意する]をタップします。
⑦Googl eアカウントを確認
して、[次へ]をタップします。

Googl eアカウントは、NifMo  バリュープログラム、NifMo  コネクトの
バージョンアップにも必要となります。

Android O Sでの@niftyメール設定
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_14822/1.htm

常時安全セキュリティ24  モバイルインストール方法
http://www.nifty.com/sec24/user/manual/ver7/android/install.htm

申込者のみ

さらにこんな使い方でポイントが貯まる
・いつものショッピングサイトをNifMo  バリュープログラム経由で利用
 (ファッション、家電、雑貨、日用品など)
・ゲームをインストールして起動
・ポイントサイトに会員登録
・情報サイトに口コミを書く
※いずれもNifMo  バリュープログラムを経由して行う必要があります。

①ホーム画面の[NifMo  バ
リュープログラム]をタップ
します。

「履歴を消去」アプリの説明
が表示されます。
⑤下にスクロールします。
⑥[ダウンロードページへ]を
タップします。

③下方向にスクロールする
と[いますぐ貯める]一覧が
表示されます。
④各種履歴を簡単に消去できる
[履歴を消去]をタップします。
※一部画面の内容は架空のも
のです。また、画面は随時変
更になる可能性があります。

②[NifM oログイン]をタップ
し、@niftyスタートキット記載
の[ログインID][パスワード]
を入力してログインします。
※初回起動時にはNifMo  バ
リュープログラムの説明が
表示されますので、[次へ]
で進んでください。

Google Pla yのアプリインス
トール画面が表示されます。
⑦[インストール]をタップし
ます。

各種設定へのアクセスして問
題ないか確認メッセージが表
示されます。
⑧アプリによる各種設定への
アクセス内容を確認の上、
[同意する]をタップします。

⑨インストール完了後、[開
く]をタップします。
※NifMo  バリュープログラムを経由せずにアプリをダウンロー
ドした場合や、過去に同アプリをインストールしたことがある場
合、また、同一ブラウザーで遷移されていない場合は還元の対
象になりませんので、ご注意ください。

※後日、[利用明細]タブから
還元額を確認できます。

アプリダウンロード編



①ホーム画面の[NifMo  コ
ネクト]をタップします。
※ここでは新規の場合を想
定して行っています。

NifMo  コネクトが起動し、
@nifty ID、パスワードを登
録する画面がポップアップ
表示されます。

【お問い合わせ先】
@nifty会員サポート
ご不明な点はこちらもご覧ください。
http://nifmo.jp/sup/

NifMoに関するお問い合わせ
・＠niftyカスタマーサービスデスク　
0120-32-221 0（通話料無料）　※携帯・PH S・海外の場合　03-5860-760 0（通話料はお客様ご負担）
受付時間：毎日 10:00～19:00

※[自動ログイン]が選択さ
れていると、自宅のWi-F i
や外出先のBBモバイルポ
イントに自動接続します。
③バックキーで設定画面を
閉じます。

※B Bモバイルポイントに接
続したときの画面です。
本アプリのホーム画面で
は、当月のデータ通信量を
ご確認いただけます。

※[AP検索・地図表示]では、
最寄りのB Bモバイルポイ
ントを検索可能です。

②[@nifty ID]を入力して、
[OK ]をタップし、同様に
[ログインパスワード]も入
力します。
※@nifty IDは @niftyスタート
キット記載のログインID です。

B Bモバイルポイントが
使えるお店は
このステッカーが目印

ソフトバンクモバイル株式会社

ソフトバンクモバイル株式会社

①ホーム画面の[NifMo  バ
リュープログラム]をタップ
します。

ファッションから家電、グル
メ、旅行までショッピングサ
イトは150以 上！
※NifMo  バリュープログラム
を経由せずにショッピング
すると還元されませんので、
ご注意ください。

NifMo  バリュープログラム
では、アプリのダウンロード
やショッピングで割引還元を
受けることができます。
※[もっと見る]をタップすると
[ショッピングサイト一覧]
が表示されます。

②[NifM oログイン]をタップ
し、@niftyスタートキット記載
の[ログインID][パスワード]
を入力してログインします。
※初回起動時にはNifMo  バ
リュープログラムの説明が
表示されますので、[次へ]
で進んでください。

[利用明細]タブでは各月の
還元予定額を確認できます。

[割引履歴]タブでは実際に
利用料金に割引充当された
金額を確認できます。
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様ニフティ　太郎 　

@niftyスタートキット
[ログインID][パスワード]を記載
した書面を別送でお送りしています。

NifMo  バリュープログラム

http://nifmo.jp/gv/

Android版

http://nifmo.jp/gc/

NifMo  コネクト

iOS版

http://nifmo.jp/ac/

Android版

iOS版

http://service.nifmo.jp/vp/

ショッピング編
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こういったご質問が多く寄せられていますので、
まずは確認してみてくださいね。

規設定時に受信メールサーバー[POP 3 サーバー ]欄に
「po p 3 .nifty.com」と自動入力されてしまいますが、「 3」を
除いた「po p .nifty.com 」に修正してください。
Gm a i lアプリを利用される場合は [ サーバー ] 欄に
「nifty.com」と自動入力されたものを「pop.nifty.com 」に
修正してください。

A PN 設定を行ったにもかかわらず、インターネットに接続できない場合は以下の項目をご確認ください。

 モバイルデータ通信は O N になっていますか ?
 機内モードは OF F になっていますか ?
 端末の再起動 (電源の入れ直し)
 多数のアプリが起動していることなどにより
 端末に負荷がかかっている可能性があります。
 端末の再起動を行って改善されるかお試しください。
 
 SIM カードの挿し直し
 SIM カードの接触に問題がある可能性があります。一度端末の電源を切ってからSIM カードを端末から取
 り外し、再度取り付けて改善されるかお試しください。SIM カードを挿し直すと、自動でモバイル通信が
 OF F になることがあります。その際は再度モバイルデータ通信をO N にしてください。

C hec k
Po int 1

速度が遅い
当月または 3 日間の通信量がご契約プランのデータ通信量
基準値を超過すると、回線速度が 20 0k bp s に制限されます。
ご契約のデータ通信プランごとに月間データ通信容量の基
準値（3G B プラン：3GB / 月、5G B プラン：5GB / 月、10G B プ
ラン：10GB / 月）および直近 3 日間の通信利用量の基準値
（3G B プラン：500M B 以上、5G B プラン：800M B 以上、
10G B プラン：1,200M B 以上）を設定しており、通信利用量
が基準値を超えた場合には通信速度を上り下り最大
200kbp s に制限させていただきます。月間データ通信容量
の場合には翌月、直近 3 日間の通信利用量の場合には通信
利用量が先の上限を下回った場合に制限が解除されます。

NifMo  コネクトを開くと当月のデータ使用量を確認できます。
また、下段のデータおかわり0.5GB 90 0 円 ( 税抜 )を購入すると
高速通信を利用することができるようになります。
※NifMo  コネクトが固有に所得したデータを元に算出しており、
　実際のご利用実績値と比較して誤差が生じます。
　月間データ通信量の目安としてお使いください。

C hec k
Po int 2
C hec k
Po int 3

C hec k
Po int 4

通知バーをスワイプ通知バーをスワイプ さらにもう一度スワイプさらにもう一度スワイプ


