
 

2015 年 11 月 4 日 

 
 

「いい買物の日」に向けたキャンペーンを 
11 月 5 日～11 日に実施 

～「SoftBank 光」などの月額利用料を1,111円値引き！ Yahoo!ショッピングで使える最大5,000円分の 
Tポイントをプレゼント！ タブレットやWi-Fiルーターが実質111円・1,111円／月で利用可能！～ 

 

 
ソフトバンク株式会社は、「いい買物の日」に向けた「ソフトバンク大感謝祭」「ワイモバイル大感謝祭」

などの各種キャンペーンを、2015 年 11 月 5 日から 11 日まで実施します。 

 
＜SoftBank＞ 

1．SoftBank 光／SoftBank Air への申し込みで、11 カ月間、1,111 円／月を値引き 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 月額利用料を 11 カ月間、毎月 1,111 円値引きします。さらにホームページで申し

込みされたお客さまの中から抽選で 11 人に月額利用料 1 年分（66,000 円）相当

の JCB ギフト券をプレゼントします。 

対象 期間中に「SoftBank 光」「SoftBank Air」を申し込みされたお客さま 

受付窓口 ショップや家電量販店、ホームページなど「SoftBank 光」全取扱窓口 

 
2．SoftBank の携帯電話への新規契約で Yahoo!ショッピングで使える 5,000 円分の T ポイントをプレゼ

ント 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 Yahoo!ショッピングで使える 5,000 円分の T ポイントを付与します。すでに

SoftBank の携帯電話をお持ちのお客さまが同様に Yahoo!ショッピングで買物を

された場合は、500 円分の T ポイントを付与します。 

対象 期間中に SoftBank の携帯電話を新規契約して Yahoo!ショッピングで買物をされ

たお客さま 

受付窓口 ショップや家電量販店などソフトバンク携帯電話全取扱窓口 

 
3．SoftBank のスマートフォンなら 11 カ月間、11GB をプレゼント 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 通常のデータ容量に加えて、11 カ月間 11GB／月をプレゼントします。 

対象 期間中に SoftBank のスマートフォンを新規契約したお客さま 
※ 新規契約の際にＳ！ベーシックパックと下記の対象プランに加入すること。 
・スマ放題・スマ放題ライト：データ定額パック・標準（5）以上 
・ホワイトプラン・標準プラン：パケットし放題フラット for 4G、パケットし放題フラット for 4G LTE

受付窓口 ショップや家電量販店などソフトバンク携帯電話全取扱窓口 
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4．SoftBank の Pocket WiFi を新規契約して「新 Wi-Fi セット割」または「スマート値引き モバイル Wi-

Fi ルーター特典」に加入すると最大 11 カ月間、実質 1,111 円／月で利用可能                  

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 Pocket WiFi の月額利用料が最大 11 カ月間、実質 1,111 円／月となります。 
※ 2 年契約未加入時など、実質 1,111 円／月とならない場合があります。 

対象 期間中に SoftBank の Pocket WiFi を新規契約して「新 Wi-Fi セット割」または

「スマート値引き モバイル Wi-Fi ルーター特典」に加入されたお客さま 

受付窓口 ショップや家電量販店などソフトバンク携帯電話全取扱窓口（オンラインショッ

プを除く） 

 
5．Galaxy Tab 4 を新規契約して「データシェアプラス」と「タブレットずーっと割」に加入すると最大

6 カ月間、実質 111 円／月で利用可能 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 Galaxy Tab 4 の月額利用料が最大 6 カ月間、実質 111 円／月となります。 
※ 2 年契約未加入時など、実質 111 円／月とならない場合があります。 

対象 期間中に Galaxy Tab 4 を新規契約して「データシェアプラス」と「タブレットず

ーっと割」に加入されたお客さま 

受付窓口 ショップや家電量販店などソフトバンク携帯電話全取扱窓口 

 
6．オンラインショップ限定。アウトレット機種を特別価格で販売（11 月 2 日発表済み） 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 以下のアウトレット機種を特別価格で販売します。 
■シンプルスタイル（プリペイドサービス）対応機種 
・SoftBank 301Z  

5,111 円（4,000 円チャージ付き） 
通常（新品）価格：6,458円（4,000円チャージ付き） 

・AQUOS PHONE Xx 203SH  
11,111 円（1 万円チャージ付き） 
通常（新品）価格：取り扱いしていません。 

・PANTONE® 4 105SH  
 5,111 円（4,000 円チャージ付き） 
 通常（新品）価格：9,698円（4,000円チャージ付き） 
■モバイル Wi-Fi ルーター  
・Pocket WiFi 203Z 
 価格 1,111 円／月×24 回 

 基本使用料 1,439円／月 
通常（新品）価格：1,750円／月×24回 
通常の基本使用料：3,991円／月 

※価格は税込みです。 

※アウトレット機種とは、お客さまの都合などにより返品された商品または短期使用品を、当社またはメー

カーにてリセットおよび電源確認を行い、動作に問題ないことを確認した商品です。 

※Pocket WiFi 203Z の価格は新スーパーボーナスおよび 4G データし放題フラット＋加入時の価格です。 

対象 期間中に対象機種を新規契約されたお客さま 

受付窓口 オンラインショップ 

 
7．オンラインショップ限定。SoftBank の携帯電話への新規契約で 11,111 円分の T ポイントをプレゼント 

期間 11 月 11 日 

内容 11,111 円分の T ポイントをプレゼントします。 

対象 SoftBank の携帯電話を新規契約されたお客さま 

受付窓口 オンラインショップ 



3 

＜Y!mobile＞ 

1．Y!mobile のスマートフォン、Pocket WiFi への新規契約で最大 5,000 円分のT ポイントをプレゼント 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 Yahoo!ショッピングで使える 5,000 円分の T ポイントを付与します。すでにキャ

ンペーン対象料金プランを契約されているお客さまが同様にYahoo!ショッピング

で買物をされた場合は、500 円分の T ポイントを付与します。 

対象 期間中に Y!mobile のスマートフォン、Pocket WiFi をキャンペーン対象料金プラ

ンで新規契約して Yahoo!ショッピングで買物をされたお客さま 

受付窓口 ショップや家電量販店などワイモバイル携帯電話全取扱窓口 

 
2．Battery Wi-Fi、Car Wi-Fi への新規契約で 最大 36 カ月間、1,111 円／月で利用可能 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 Battery Wi-Fi、Car Wi-Fi の月額利用料が加入翌月から最大 36 カ月間、1,111 円

／月となります。 

対象 期間中に Battery WiFi、Car Wi-Fi を新規契約して、1GB／月まで定額で利用で

きる新プラン「データプラン S」に加入されたお客さま 

受付窓口 ショップや家電量販店などワイモバイル携帯電話全取扱窓口 

 
3．Spray、Nexus 6 で対象プランに加入すると最大 11 カ月間、1,111 円／月を値引き 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 加入翌月から月額利用料を最大 11 カ月間、毎月 1,111 円値引きします。 

対象 期間中に Spray、Nexus 6 を新規契約または機種変更で購入し、キャンペーン対

象プランに加入されたお客さま 

受付窓口 ショップや家電量販店などワイモバイル携帯電話全取扱窓口 

 
4．オンラインストア限定。DIGNO T 302KC（アウトレット機種）を特別価格・基本使用料で提供（11

月 2 日発表済み） 
期間 11 月 5 日～11 日 

内容 Y!mobile のオンラインストアで DIGNO T 302KC（アウトレット機種）を特別価

格・基本使用料で提供します。 
・価格 1,111 円 
・基本使用料 2,138 円／月～ 
通常（新品）価格：0円 

通常の基本使用料：3,218円／月～ 

※価格は税込みです。 

対象 期間中に対象機種を新規契約されたお客さま 

受付窓口 オンラインストア 

 
5．Pocket WiFi 305ZT への新規契約で本体価格 0 円。 

最大 24 カ月間、2,759 円／月で利用可能 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 Pocket WiFi 305ZT を本体価格 0 円で販売します。また、加入翌月から月額利用

料金を最大 24 カ月間、4,380 円／月から 2,759 円／月に値引きします。 

対象 期間中にオンラインストアで、Pocket WiFi 305ZT を新規契約して、キャンペー

ン対象プランに加入されたお客さま 

受付窓口 ショップや家電量販店などワイモバイル携帯電話全取扱窓口 
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＜SoftBank、Y!mobile＞ 

「おいしさ光るプリッツ」「ふてニャンのプリッツ」をプレゼント 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 ソフトバンク携帯電話取扱店では「おいしさ光るプリッツ」を、ワイモバイル携

帯電話取扱店では「ふてニャンのプリッツ」をプレゼントします。キャンペーン

は在庫がなくなり次第終了します。 
※一部実施しない店舗があります。 

対象 期間中に店頭で携帯電話や PHS を提示した方全員 

受付窓口 ソフトバンク携帯電話取扱店、ワイモバイル携帯電話取扱店 

 
＜SoftBank SELECTION＞ 

1．スマホアクセサリー「11,111 円」福袋を販売（11 月 2 日発表済み） 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 SoftBank SELECTION オンラインショップで取り扱う人気のスマートフォン向

けのアクセサリーなどの 11,111 円分の福袋を販売。 
※価格は税込みです。 

※ソフトバンク コマース＆サービス株式会社にて実施。 

対象 期間中に SoftBank SELECTION オンラインショップをご利用された方 

受付窓口 SoftBank SELECTION オンラインショップ 

 
2．11（いい）スマホアクセサリーをおトクに GET（11 月 2 日発表済み） 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 SoftBank SELECTION オンラインショップの人気アイテムを、「11,111 円」

「1,111 円」の特別価格で、その他も 1,111 円引きで販売します。 
※価格は税込みです。 
※ソフトバンク コマース＆サービス株式会社にて実施。 

対象 期間中に SoftBank SELECTION オンラインショップをご利用された方 

受付窓口 SoftBank SELECTION オンラインショップ 

 
3．スマホアクセサリー全品 11％OFF クーポン（11 月 2 日発表済み） 

期間 11 月 5 日～11 日 

内容 期間中に SoftBank SELECTION オンラインショップの上記以外の商品（一部除

く）が 11％OFF となるクーポンコードを発行します。 
※価格は税込みです。 

※ソフトバンク コマース＆サービス株式会社にて実施。

対象 期間中に SoftBank SELECTION オンラインショップをご利用された方 

受付窓口 SoftBank SELECTION オンラインショップ 

 

 
当社が実施する「いい買物の日」のキャンペーン情報はこちら（http://www.softbank.jp/kaimono/）でも

ご覧いただけます。 

 
※ 表示価格は特に断りがない限り税抜きです。 
 
◎ 2015 年 7 月 1 日付でソフトバンクモバイル株式会社からソフトバンク株式会社へ社名を変更しました。 
 
 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グループ株式会社の登録商標または商標です。 

 


