
 

 

2012 年 10 月 9 日 
 

 

「4G スマートフォン」向け料金サービスについて 
 
 
ソフトバンクモバイル株式会社は、「SoftBank 4G」に対応した「4G スマートフォン」向けの料金プラン

を導入し、パケット定額サービスの月額料金が 5,460 円になる「4G スマホスタートキャンペーン」を開始

します。 
 
「4G スマートフォン」向けの料金プラン、インターネット接続サービスおよびパケット定額サービスについ

ては、「SoftBank 4G LTE」スマートフォン向け料金サービスと同様のメニューを提供します。 
 
■ 料金プラン（いずれか加入必須） 

名称 ホワイトプラン 標準プラン タイプ X にねん タイプ X 
基本使用料 980 円 1,960 円 780 円 1,560 円 
契約期間 2 年（自動更新） なし 2 年（自動更新） なし 

音声通話 
ソフトバンク宛ては、 
1 時～21 時：無料、21 時～1 時：21 円／30 秒 
他社への通話は、21 円／30 秒 

21 円／30 秒 

SMS 
送信料 

ソフトバンク同士は無料 
他社への送信は 3.15 円／通 

3.15 円／通 

MMS 
送受信料 

ソフトバンク同士の S!メール（MMS）は無料、

他社とのメールは 0.07875 円／パケット 
0.07875 円／パケット 

※音声通話、SMS 送信料、MMS 送受信料は、国内でご利用の場合の料金です。TV コール、海外でのご利用時は、別途通信料がかかります。 
※「ホワイトプラン」および「タイプ X にねん」の更新月は適用開始日から翌請求月末までを 1 カ月目として、25 カ月目が更新月になりま

す。その後、24 カ月ごとに 1 カ月間の更新月があります。更新月以外の解約等には、契約解除料 9,975 円がかかります。 
※「タイプ X にねん」および「タイプ X」は、「新スーパーボーナス」で新規契約または機種変更のお申し込みと同時の場合にのみご加入

いただける料金プランです。なお、月月割は適用されません。 
 
■ インターネット接続サービス（加入必須） 

名称 S!ベーシックパック 
月額使用料 315 円 

 
■ パケット定額サービス（どちらか加入必須） 

名称 パケットし放題フラット for 4G パケットし放題 for 4G 
定額料 5,985 円 2,100 円 ～ 6,510 円 

パケット通信料 － 0.0525 円／パケット 
※毎月ご利用のデータ量が 7GB を超えた場合、請求月末まで通信速度を送受信最大 128kbps に制限いたします。別途お申し込みいただく

ことで制限なくご利用いただけます（2GB 毎に 2,625 円かかります）。なお、通信速度制限の予告／開始を SMS にてお知らせいたします。

お知らせが不要の場合は My SoftBank で設定をオフにすることができます。 
※定額料、パケット通信料は国内でご利用の場合の料金です。海外でのご利用は別途通信料がかかるほか、「海外パケットし放題」の定額対

象となります。 
 
■ 4G スマホスタートキャンペーン 
2012 年 12 月 31 日までに「パケットし放題フラット for 4G」に加入すると、定額料が 2 年間 5,460 円／

月（通常料金：5,985 円／月）でご利用いただけるキャンペーンです。 
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加えて、「SoftBank 4G」でも、以下のオプションやキャンペーン、プログラムを提供します。 
 
■ テザリングオプション 
1．内容 
 「4G スマートフォン」をご利用のお客さまが、スマートフォンをモバイル Wi-Fi ルーターとして利用

できるようになるオプションサービスです。本オプションサービスは、「パケットし放題フラット for 4G」

への加入が必要です。なお、本オプションにお申し込みいただくことで、本オプションサービスの月額

使用料を無料（2 年間）とし、「パケットし放題フラット for 4G」を 5,460 円（2 年間）でご利用いた

だけます。 
※ 本オプションサービスに加入の場合、月額使用料無料期間終了後から「パケットし放題フラット for 4G」の通信速度制限開始のデ

ータ量が 7GB から 7.5GB になります。 

2．月額使用料 
 月額 525 円 

3．実施期間 
 2012 年 12 月 31 日まで 

4．提供開始日 
 2012 年 12 月 15 日以降順次 
 
■ 24 時間通話定額オプション 
1．内容 
「4G スマートフォン」からソフトバンク携帯電話への国内通話料が 24 時間無料になるオプションサー

ビスです。 

2．定額料 
 月額 500 円 

3．実施期間 
 2012 年 12 月 31 日まで 

4．提供開始日 
 2013 年 1 月 15 日（予定） 
 
■ 4G／LTE スマホ BB 割 
1．内容 
当社指定の固定通信サービスと「4G スマートフォン」をセットでご利用いただくと、最大 2 年間スマ

ートフォンのパケット定額料が 1,480 円割引の毎月 3,980 円からご利用いただけるキャンペーンです。

なお、3 年目以降もパケット定額料から 980 円引きとなります。 

2．加入条件 
 ・「4G スマートフォン」にて「パケットし放題フラット for 4G」に加入すること 
・対象となる固定通信サービスとして「ホワイト BB」「ケーブルライン」「ひかり de トーク S」のいず

れかに加入すること 

※ ケーブルラインはソフトバンクテレコム株式会社、ひかり de トーク S は、ソフトバンクテレコム株式会社の IP 電話網を利用し

て、株式会社 TOKAI ケーブルネットワークが提供する IP 電話サービスです。 
※ ケーブルライン、ひかり de トーク S は、ホワイトコール 24 への加入が必要です。 

3． 実施期間 
2012 年 12 月 31 日まで 
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■ 4G／LTE スマホ家族キャンペーン（http://mb.softbank.jp/mb/campaign/4G_lte_family/） 
1．内容 
 iPhone 4／iPhone 4S から「4G スマートフォン」に機種変更されたお客さまが、それまで利用されて

いた iPhone 4／iPhone 4S を家族が使うために新規契約またはのりかえ（MNP）（いずれも USIM カ
ード単体での契約）すると、ご家族が 2 年間、毎月 1,980 円のパケット定額料で iPhone 4／iPhone 4S
をご利用できるようになります。なお、通信量に応じて 0 円から 4,980 円のパケット定額料で利用でき、

ホワイトプラン(i)基本使用料が 2 年間無料になる「ゼロから定額」を選ぶこともできます。また、機種

変更前の回線で残っている月月割をご家族の新規契約回線に引き継ぐことができます。 
 
2．月額利用料金イメージ（家族回線） 

 パケットし放題フラット ゼロから定額 
ホワイトプラン(i) 基本使用料 980 円／月※1 無料（2 年間）※1 
S!ベーシックパック(i) 315 円／月 0 円※3～315 円／月 
パケット定額サービス定額料 1,980 円／月（2 年間）※2 0 円※3～4,980 円／月 
ユニバーサルサービス料 無料（2 年間） 無料（2 年間） 
契約事務手数料 無料 無料 
ソフトバンク Wi-Fi スポット(i) 無料（期限なし） 無料（2 年間） 

※1 ホワイトプランは 2 年契約（自動更新）となり、更新月（契約期間満了の翌請求月（3G で 2012 年 10 月 31 日までにご加入の場合、

翌々月を含む 2 カ月間））以外の解約などには契約解除料（9,975 円）がかかります。 
※2 26 カ月目以降はパケットし放題フラット（定額料 4,410 円／月）が適用されます。 
※3 3G データ通信を利用しない場合。一般的にスマートフォンなどは、ソフトウエアやアプリケーションなどの仕様による通信など

を自動で行います。データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができますが、

自動で通信が行われた場合もパケット通信料が発生しますので、あらかじめご了承ください 
 
3．加入条件 
・iPhone 4／iPhone 4S から「4G スマートフォン」に機種変更すること 
・「4G スマートフォン」に機種変更した回線が「ホワイトプラン」もしくは「タイプ X にねん」に加入

すること 
・契約時にそれまで利用されていた iPhone 4／iPhone 4S をお持ちいただき、同一名義かつ同一請求先

で新規契約またはのりかえ（MNP）（いずれも USIM カード単体での契約）すること 
・家族の新規契約回線が（1）ホワイトプラン(i)、（2）S!ベーシックパック(i)、（3）パケットし放題フ

ラットまたはゼロから定額、以上 3 つのサービスに加入すること 
 

4．実施期間 
 2012 年 11 月 30 日まで 
 
■ スマホ下取りプログラム（http://mb.softbank.jp/mb/campaign/trade_in/） 
1．内容 
新規契約・機種変更で「4G スマートフォン」を購入したお客さまを対象に、それまで利用されていた

スマートフォンを下取りするプログラムです。対象機種に応じて指定機種ご購入後の毎月のご利用料金

から割引します。 
 

2．下取りによる利用料金からの割引額 
 商品名 割引額 

iPhone 4S 64GB 20,000 円 
iPhone 4S 32GB 18,000 円 
iPhone 4S 16GB 16,000 円 
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iPhone 4  32GB 12,000 円 
iPhone 4 16GB 10,000 円 
iPhone 4 8GB 8,000 円 
iPhone 3GS（全て） 5,000 円 
iPhone 3G（全て） 4,000 円 
X06HT、X06HTⅡ、001HT 3,000 円 
001DL、101DL 2,000 円 

※ 液晶割れなどの大きな破損がある場合は下取りできません。 

 
3．実施期間 
 2012 年 11 月 30 日まで 
 

※ 新規契約、のりかえ（MNP）または機種変更で「4G スマートフォン」をご購入いただくご本人が、ソフトバンク携帯電話取扱店で

下取りプログラムをお申し込み後、ソフトバンクの下取り対象機種をソフトバンクテレコム株式会社へお送りいただくことが、本プ

ログラムの前提となります。ソフトバンク携帯電話取扱店では、下取り対象機種をお預かりすることはできません。 
※ 下取り対象機種の買取はソフトバンクテレコム株式会社（東京都公安委員会 古物商許可証番号 第 301081207835 号）が行います。 

 
■ 【新】iPad ゼロから定額キャンペーン（http://mb.softbank.jp/mb/ipad/price_plan/new-ipad/） 
1．内容 
「4G スマートフォン」をご利用いただくと、新しい iPad、iPad 2 の基本使用料が 2 年間 0 円からに

なるキャンペーンです。また、基本使用料 4,410 円の定額でずっと利用できる｢ベーシックデータ定額

プラン」を選ぶこともできます。 
 
2．月額利用料金 

 （iPad 専用）ゼロから定額プラン ベーシックデータ定額プラン 
基本使用料 0 円※1から 4,980 円／月※2 4,410 円／月（通常 5,460 円／月）

ウェブ基本使用料 0 円※1もしくは 315 円／月 315 円 
ソフトバンクWi-Fiスポット（i） 

月額使用料 
490 円／月 無料 

キャンペーン特別割引 － 315 円／月 
契約事務手数料 無料 無料 

ユニバーサルサービス料 無料 無料 
合計（機種代を含む） 2,730 円から／月 4,410 円／月 

※1 3G データ通信を利用しない場合。一般的にスマートフォンなどは、ソフトウエアやアプリケーションなどの仕様による通信など

を自動で行います。データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができますが、

自動で通信が行われた場合もパケット通信料が発生しますので、あらかじめご了承ください。 
※2  26 カ月目以降は「（iPad 専用）ゼロから定額プラン 2」（基本使用料：2,240 円～5,460 円）となります。 
 
※  各料金プランは 2 年契約（自動更新）となり、更新月（契約期間満了の翌請求月（3G で 2012 年 10 月 31 日までにご加入の場合、

翌々月を含む 2 カ月間））以外の解約などには契約解除料（9,975 円）がかかります。 
※  本キャンペーン適用中は、あんしん保証パック（i）およびソフトバンクWi-Fiスポット（i）月額使用料は月月割の対象外となります。 

 
3．加入条件 
・「4G スマートフォン」にて「パケットし放題フラット for 4G」に加入すること 

 ・新しい iPad、iPad2 と「4G スマートフォン」の契約が同一名義かつ同一請求先であること 
 ・期間中に、新しい iPad、iPad2 を新規加入または機種変更で購入すること 

 
4．実施期間 

2012 年 10 月 31 日まで 
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※ 全てのプログラム・キャンペーン期間と内容は、予告なく変更する場合があります。 

 
 

 SoftBank 4G は、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の声明に基づ

きサービス名称として使用しています。 
 Apple、Apple のロゴは、米国および他国の Apple Inc.の登録商標です。 
 iPhone、iPad は Apple Inc.の商標です。 
 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 
 S!ベーシックパック、ホワイトプラン、月月割、S!メール、TV コールはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。 
 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。 

 


