2015 年 1 月 30 日
ソフトバンク BB 株式会社
ソフトバンクモバイル株式会社

光回線サービス「SoftBank 光」と
セット割引「スマート値引き」の提供開始について
ソフトバンク BB 株式会社（以下「ソフトバンク BB」
）は、東日本電信電話株式会社（以下「NTT 東日
本」
）および西日本電信電話株式会社（以下「NTT 西日本」
）が提供する光コラボレーションモデルを使っ
た独自の光ブロードバンドサービス「SoftBank 光」を、2015 年 3 月 1 日より提供を開始する予定です。
また、ソフトバンクモバイル株式会社（以下「ソフトバンクモバイル」
）とソフトバンク BB は、ソフトバ
ンク携帯電話※1 と「SoftBank 光」などのソフトバンク BB が提供する固定通信サービスと一緒にご契約
いただくと、ソフトバンクのスマートフォンなどの利用料金から最大 2,000 円／月、固定通信サービスの
利用料金から 1,424 円／月※２を割り引くセット割引サービス「スマート値引き」を、同じく 3 月 1 日より
「スマート値引き」では、
「家族の学割」または「のりかえ割」と併用す
提供開始する予定です※３。なお、
ることができます。
さらに、
「スマート値引き」に加入しているお客さま向けに、モバイル Wi-Fi ルーターを新規でご契約いた
だくと、モバイル Wi-Fi ルーターの利用料金から最大 1,522 円／月を割り引く「スマート値引き Wi-Fi ル
ーター特典」も提供します。
サービス開始に先立ち、2 月 4 日より、
「SoftBank 光」
、
「スマート値引き」および「スマート値引き WiFi ルーター特典」の事前受付を開始します。
サービスの内容などは、別紙をご覧ください。

※1 一部の端末を除く。
※2 ご契約いただくオプションによって割引額が異なります。
※3 「スマート値引き」の提供開始に伴い、
「スマホ BB 割」の新規受付を、2015 年 2 月 3 日に終了します。
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別紙 1
■「SoftBank 光」概要
1．サービス内容
NTT 東日本および NTT 西日本が提供する光回線サービス「フレッツ光 ネクスト」の光コラボレーショ
ンモデルとしての提供により、ソフトバンク BB が独自に提供する最大概ね 1Gbps の光ブロードバンド
サービスです。
（1）サービスのお申し込み種別
「SoftBank 光」に新たにご契約いただく「新規」と、ご契約中の「フレッツ光」を「SoftBank
光」に変更していただく「転用」の 2 つの種別のお申し込みを受け付けます。
（2）サービス提供エリア
NTT 東日本および NTT 西日本の「フレッツ光ネクスト」の提供エリアと同じです。
（3）料金（※ 全て税抜きの料金になります。）
【月額料金】
回線
+
プロバイダ

自動更新ありプラン※

回線種別

自動更新なしプラン

ホーム

5,200 円

6,300 円

マンション

3,800 円

4,900 円

※ 契約期間内に解約した場合は、9,500 円の解除料がかかります。

【主なオプションサービス月額料金】
オプション名称

月額料金

サービス概要

スタンダード

300 円

Yahoo!メール、Yahoo!ボックス 50GB、Yahoo!ジオ
シティーズなど

プレミアム

550 円

Yahoo!プレミアム特典、Yahoo!ショッピングのお買
いもので T ポイント 10 倍、Yahoo!ボックス 100GB
など ※上記スタンダードで提供するサービスを含む

光 BB ユニット

467 円

Wi-Fi 機能搭載で難しい設定不要でインターネット
に接続可能なルーター

Wi-Fi マルチパック

990 円

ワイヤレスでパソコンやスマホのインターネット接
続が可能。またマクドナルドや主要施設などにある
公衆無線 LAN で外出先での高速無線 LAN が可能

ホワイト光電話

467 円～
／通話従
量制

全国のホワイト光電話および BB フォン同士なら無
料／緊急通報も可能な 0AB-J IP 電話サービス
※ソフトバンクテレコムが提供するサービスです。

BB フォン

月額無料
／通話従
量制

全国のホワイト光電話および BB フォン同士なら無
料で通話可能。

バリューパック

2,980 円

家でも外出先でも快適なインターネットサービスを
提供することを目的とした「光 BB ユニット」、
「Wi-Fi マルチパック」、「地デジチューナー(R)」
など、複数のオプションサービスをパックにしたサ
ービス

BB セキュリティ
powered by Symantec TM Plus

570 円

更新手続きが不要なセキュリティソフト
パソコンも Android 搭載端末も 3 台まで守ります

Yahoo! BB
基本サービス
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BB サポートワイドプラス

500 円
訪問別途

困ったことは電話や訪問でサポート。また光 BB ユ
ニットの「修理交換料金」が不要

とく放題(B)

500 円

映画鑑賞券やレストランの割引や、食料品・日用品
が格安で購入できる

※ 「SoftBank 光」では上記のソフトバンク BB が提供するオプションサービスのほか、光コラボレーションモデルとして NTT 東日本および
NTT 西日本が提供する一部のオプションサービスもご利用いただけます。

【初期費用】
契約事務手数料（新規、転用）

3,000 円

工事費※1

実質 0 円※2

※1 工事の内容によって料金が異なります。
※2 「SoftBank 光」に新たにご契約いただく「新規」のお客さまへのキャンペーンとなります。実質 0 円の対象は、代表的な工事費（派
遣工事あり：24,000 円／9,600 円、派遣工事なし：2,000 円）です。土日工事割増金などの割増金やその他工事内容により別途発生し
た費用は適用対象外です。

2．提供開始時期
2015 年 3 月 1 日予定
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別紙 2
■「スマート値引き」概要
1．サービス内容
「スマート値引き」にお申込みいた
ソフトバンク携帯電話※と指定の固定通信サービスをご利用いただき、
だくと、携帯電話および固定通信サービスの月額利用料から一定の金額を割り引くサービスです。
※ 一部の端末を除く。

（1）携帯電話サービスの割引
割引対象プラン
スマ放題

割引額
2 年間

3 年目以降※1

2,000 円／月

1,008 円／月

1,522 円／月

1,008 円／月

500 円／月

500 円／月

最大 500 円／月※2

最大 500 円／月※2

データ定額パック・大容量（30）
データ定額パック・大容量（20）
データ定額パック・大容量（15）
データ定額パック・大容量（10）
データ定額パック・標準
データ定額パック・小容量
データ定額パック（3G ケータイ）

ホワイト

パケットし放題フラット for 4G、

プラン

ベーシックデータ定額プラン for 4G など

※1 3 年目以降の割引有無は固定通信サービスにより異なります。
※2 ご加入のパケット定額サービス、キャンペーンにより割引額は異なります。

（2）固定通信サービスの割引（※ 税抜きの料金になります。
）
「SoftBank 光」でご利用いただく場合、以下 3 つのオプションの契約が必要になります。以下のオプ
ションに個別で契約すると合計 1,924 円／月ですが、セットで 500 円／月（割引額：1,424 円／月）で
提供します。
① 「光 BB ユニット」
② 「Wi-Fi マルチパック」
③ 「ホワイト光電話（基本プラン）
」
※ 他にも対象となるオプションがあります。ご契約いただくオプションによって割引額が異なります。

2．対象となる固定通信サービス
・SoftBank 光
・SoftBank Air
・Yahoo! BB ADSL
・SoftBank ブロードバンド ADSL（エンジョイ BB、Nexyz.BB※1）
・Yahoo! BB バリュープラン※1
・ホワイト BB※1
・ケーブルライン※2
※1
※2

Nexyz.BB の一部特典適用中の場合、Yahoo! BB バリュープラン、ホワイト BB をご利用の場合は、割引期間は 2 年間となります。
ソフトバンクテレコム株式会社が提供するサービスです。ホールセールも対象予定です。
「ホワイトコール 24」への加入が必要です。
なお、ケーブルラインの事前受付は実施しません。

3．提供開始時期
2015 年 3 月 1 日予定
※ 「タブレット・ルーターセット(子回線)」
、
「家族データシェア」
、
「法人データシェア」
「2 台目データシェア」が適用中の場合、
「スマー
ト値引き」の携帯電話サービスの割引は適用されません。
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※
※
※
※

「新 Wi-Fi セット割」との併用はできません。
「家族おトク割」および「複数回線割引」と併用の場合、割引額が大きいほうが適用となります。
「SoftBank 3G ケータイ」の場合、
「スマート値引き」の適用には「スマ放題」へのご加入が必要です。
「スマート値引き」加入中の場合、
「4G LTE 定額プログラム」および「4G スマホスタートキャンペーン」の定額料割引は適用されま
せん。

■「スマート値引き Wi-Fi ルーター特典」概要
1．内容
「スマート値引き」に加入しているお客さまが、ソフトバンクモバイルのモバイル Wi-Fi ルーターを新規
でご契約いただくと、モバイル Wi-Fi ルーターの月額利用料から、2 年間 1,522 円／月（3 年目以降は 1,008
円／月）を割り引きます。
割引対象プラン

割引額

4G データし放題フラット＋
4G／LTE データし放題フラット

2 年間

3 年目以降※

1,522 円／月

1,008 円／月

※ 3 年目以降の割引有無は固定通信サービスにより異なります。

2．提供開始時期
2015 年 3 月 1 日予定
※ 「新 Wi-Fi セット割」との併用はできません。

※ 価格は特に断りがない限り、税込みです。
 SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
 その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
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