
日 本 語

ソフトバンクなら、
おトクなキャンペーン実施中！



ブラック

○クォーター VGA液晶／約2.4インチ ○約200万画素カメラ ○緊急速報メール ○micro SDHCメモリカード※8（別売）
○サイズ：約49（W）×117（H）×13（D）mm（突起部除く）　重さ：約85g

約85gの軽量ボディ&
緊急速報メール対応

無料チャージ
4,000円分
付き※1

グロッシーパープル

ホワイトピンク

○AndroidTM 4.1搭載 ○ワイドVGA液晶／約3.7インチ ○約800万画素（メインカメラ）／約200万画素（サブカメラ） 
○Wi-Fi（2.4GHz） ○デュアルコア1.5GHz ○サイズ：約57（W）×121（H）×12.9（D）mm（突起部除く）　重さ： 約
129g ○最大通信速度　［SoftBank 4G］ 下り：最大76Mbps／上り：最大10Mbps

片手で持ちやすいコンパクトサイズ&
豊富なアプリを標準搭載

無料チャージ
10,000円分
付き※1

■ パケット定額3GBプラン専用割引サービス　6月中旬より対応予定

MNP割 他社※4からののりかえで3GBプランの購入が合計12回まで、3,980円

長期割 3GBプランを合計12回購入すると13回目以降、3,980円

MNP端末割 他社からののりかえで端末代金が最大10,000円割引
のりかえなら、端末代金もおトク! 

■ ご利用いただけるサービス　通話・国際電話※5・S!メール、SMS※6・ウェブ・ソフトバンクWi-Fiスポット※7・パケット定額サービス／メールし放題　▪テザリングには対応しておりません。

▪2016年6月中旬までは「パケット定額30日プラン」でのご提供となります。

ホワイト

○AndroidTM 4.4搭載 ○フルワイドVGA液晶／約4.5インチ ○約500万画素（メインカメラ）／約200万画素（サブカメ
ラ） ○Wi-Fi（2.4GHz） ○クアッドコア1.2GHz ○サイズ：約67（W）×132（H）×10（D）mm（突起部除く）　重さ：約
139g ○最大通信速度　［SoftBank 4G LTE］ 下り：最大112.5Mbps※2／上り：最大37.5Mbps　［SoftBank 4G］ 下
り：最大110Mbps／上り：最大10Mbps

ブラック

3ヵ国語表示対応&
マット仕上げで手になじむ感触

無料チャージ
10,000円分
付き※1

日本語PREPAID 
SERVICE

J-1 表示価格は特に断りがない限り税抜です

■　シンプルスタイル

スマートフォン  パケット定額サービスでウェブやメールもし放題

ケータイ  通話・メールだけのシンプルなプラン

■ 前払いだから、 使いすぎの心配なし!

※1 無料チャージ額に応じたユニバーサルサービス料があらかじめ差し引かれます。詳しくは、ソフトバンクホームページの提供条件書をご確認ください（日本語のみ対応）。※2 ご利用のエリアによっては、下り最大75Mbps、または
37.5Mbpsとなります。▪詳細のエリアは、ソフトバンクホームページをご確認ください（日本語のみ対応）。▪ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場合がありま
す。※３ 容量を超えた場合は追加のプラン購入が必要です。容量にかかわらず、最大有効期間は、200MBプランは2日、700MBプランは7日、3GBプランは30日です。※4 ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクからのMNP、ワイモバイ
ルからの番号移行は対象外です。（2015年4月1日より、ワイモバイルからの「携帯電話番号ポータビリティ（MNP）」は、「番号移行」に名称変更いたしました。ワイモバイルからの「携帯電話番号ポータビリティ（MNP）」の表記については、
「番号移行」に読み替えてください。）※5 国際電話通話料は国内通話料と異なりますので地域ごとの通信料はソフトバンクホームページにてご確認ください（日本語のみ対応）。また、海外でのご利用および、国際S!メール送受信、国際SMS送信、
国際ローミングはご利用いただけません。※6 他社向けのSMS送信はご利用いただけません（SMS受信は可能です）。※7 ソフトバンクWi-Fiスポットご利用の場合、パケット定額サービスのお申し込みとWi-Fiアプリの設定が必要です。ご利用
期間は、パケット定額サービス終了までです。Wi-Fiアプリ設定時に、契約時にご登録いただいた暗証番号（4ケタ）が必要です。また、パケット定額サービスの再申し込み時に暗証番号の再入力が必要となる場合もあります。※8 microSDメモリ
カードにも対応です。※9 SMSはメールし放題にお申し込みなしで受信のみできます。S!メール（MMS）の送受信はメールし放題へのお申し込みが必要です。※10 USBケーブルで各種パソコンなどと接続すれば、データ通信ができます。対応
機種に関してはソフトバンクホームページにてご確認ください（日本語のみ対応）。▪パケット通信サービスが必要なプリインストールアプリについては、シンプルスタイル専用パケット定額サービスへの加入が必要です。シンプルスタイル
（スマートフォン）契約の場合、各種サービスやプリインストールアプリ、コンテンツについては一部ご利用いただけない場合がございます。詳しくは、ソフトバンクホームページにてご確認ください（日本語のみ対応）。▪3G／4G回線を
利用してのソフトウェア更新にはシンプルスタイル専用パケット定額サービスへのご加入が必要です。▪︎一部のダイヤル（例：ナビダイヤル（0570-0～）、テレドーム（0180-99～）、電話番号案内（104）、とくする懸賞ダイヤル等）はご利用い
ただけません。▪︎リチャージ額に応じたユニバーサルサービス料があらかじめ差し引かれます。シンプルスタイルをご契約から1年以内に解約（MNPによる解約を含む）した場合、契約解除料が必要です（契約解除料19,800円）。

■ プリペイドカードを購入

■ クレジットカードから引き落とし
ソフトバンクホームページから、オンラインで通話料金を追加登録できます（シンプルスタイルオンラインリチャージ）。

継続利用・残高がなくなった場合のリチャージ方法

販売店舗 販売金額 利用有効期間 電話番号有効期間

▪ソフトバンクショップ
▪コンビニエンスストア（一部）
▪ソフトバンクオンラインショップ など

▪3,000円
▪5,000円

60日間／枚 360日間

■ ご利用料金

通話料 全国一律 8.58円／6秒

SMS 送・受信料
メールし放題※9 286円／最大30日間

S!メール 送・受信料

TVコール・データ通信※10 15.24円／6秒

■ ご利用いただけるサービス
通話・国際電話※4 ・S!メール、SMS※5・パケット定額サービス／メールし放題・
データ通信※10(64K／ UDI、対応機種のみ)・TVコール(対応機種のみ)

▪︎リチャージ方法の詳細はソフトバンクホームページ（http://www.softbank.jp/mobile/price_plan/prepaid/）をご確認ください（日本語のみ対応）。

▪プリペイドカードの購入には、消費税はかかりません。ご利用料金には別途、消費税がかかります。

1 4 0 0 にダイヤル後、ガイダンスに従って追加登録を行ってください。

■ ご利用料金　6月中旬より対応予定

通話料 全国一律 8.58円／6秒

SMS
受信料 無 料
送信料

シンプルスタイル
（4G スマートフォン）
専用パケット定額
サービス※3

200MBプラン 700MBプラン 3GBプラン

S!メール
受信料

900円 2,700円 4,980円送信料

パケット通信

▪2016年6月中旬までは「シンプルスタイル（スマートフォン）専用パケット定額サービス（2日プラン／900円、
7日プラン／2,700円、30日プラン／4,980円）」でのご提供となり、月間パケット通信量にかかわらず、2日プラ
ンは200MB、7日プランは700MB、30日プランは3GBを超えた場合は、プラン終了日まで通信速度の制御を実施
する場合があります。詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください（日本語のみ対応）。



日本語PRICE PLAN

J-2 表示価格は特に断りがない限り税込です

■　インターネットとのセット割引

［お申し込み］必要iPhone
4G

スマート
フォン
タブレット3G

ケータイiPad
モバイル
データ
通信

4G
スマート
フォン

iPhone 4G
ケータイ

【おうち割 光セット】※1 データ定額パック・小容量（2）は、通話し放題ライトプランではご加入いただけません。※2 3G ケータイ／4G ケータイは対象外。4G LTE 定額プログラム／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。一部キャンペーンが適用中の際には、割引額が変更になる場合があります。※3 おうち割 光セット増額キャンペーン（ホワイトプラン）適用時。※4 おうち割 光セット増額キャンペーン（SoftBank 光 ファミリー・ライト）適用時。※5 光
BBユニット、Wi-Fiマルチパックおよびホワイト光電話／光電話（N）＋BBフォン／ BBフォンのいずれかのご加入が必要です。※6 ずっと割が適用されているお客さまの割引期間は2年間です。※7 携帯電話回線および固定通信サービス両
方のホワイトコール24へのお申し込みが必要です。＜適用条件＞キャンペーン期間中にスマートフォン・ケータイ・タブレットの対象料金サービスと対象固定通信サービスをセットでご利用のお客さま（固定通信サービスはご家族名義も対
象です）。▪申し込み時には、対象固定通信サービスのお支払い方法のご登録が必要です。入金が確認できない場合、特典解除をする場合があります。▪データシェアプラス（子回線）、家族データシェアが適用中の場合、おうち割 光セットの
割引は適用されません。家族おトク割と併用の場合、割引額が大きい方が優先して適用されます。▪一部のサービスやキャンペーンと併用できない場合があります。▪対象固定通信サービスのお申し込み180日経過後も、固定通信サービス
の契約成立が当社で確認できない場合、180日経過以前にお客さまによりキャンセルされた場合（固定通信サービスの提供会社都合での取り消しは除く）、もしくは固定通信サービスがケーブルライン、ひかりde トークS（ケーブルライン）、
NURO 光 でんわ（ケーブルライン）のいずれかで、ホワイトコール24お申し込み後180日経過後も、固定通信サービスの契約成立が当社で確認できない場合は、固定通信サービスの契約状況を確認した前請求月末をもって割引は終了となり、
それまでの割引額を携帯電話／タブレット回線のご利用料金に合算し請求します。▪固定通信サービスの開通確認前に、おうち割 光セットの解除条件に合致する場合、前請求月末または当該請求月末をもって割引は終了となり、それまでの
割引額を携帯電話／タブレット回線のご利用料金に合算し請求します。▪スマホBB割、おうち割 光セットを適用中、または過去に適用されたことがある場合、割引期間を引き継ぎます。また3年目以降の割引が適用中で本キャンペーンに永
年割引がない固定通信サービスでご加入の場合、割引が適用されません。▪SoftBank 光 ファミリー・ライト以外の固定通信サービスでおうち割 光セットを適用中の場合、SoftBank 光 ファミリー・ライトへの変更に伴い、おうち割 光セッ
トの割引額が下がる場合があります。▪対象機種以外に機種変更した場合、対象料金サービスを解除した場合、割引は当該請求月末まで、携帯電話回線を解約・譲渡（家族割引適用中の家族間の名義変更は除く）した場合、割引は前請求月
末までとなります。▪固定通信サービス、適用条件のオプションサービスを解約された場合、当該固定通信サービスに紐づく全携帯電話／タブレット回線の割引は前請求月末で終了します。▪ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンク携帯
電話は対象外です。▪dynapocket X02T、X01SC、HTC Desire X06HT、TOUCH DIAMOND X04HT、TOUCH PRO X05HT、X01T、X03HT、X02K、X02HTは対象外です。▪当キャンペーン適用後であっても、当社基準により適用外である
ことが判明した場合、当該回線への特典の適用を取り消します。▪固定通信サービス1回線につきスマートフォン／ケータイ／タブレット／モバイルWi-Fiルーターを最大10回線（スマホBB割、おうち割 光セットの適用回線合算）まで適用。 
【おうち割 光セット増額キャンペーン（SoftBank 光 ファミリー・ライト）】▪スマホBB割、おうち割 光セットのご加入経験がある場合割引期間が引き継がれます。▪他のおうち割 光セット増額キャンペーンと併用の場合、割引額が大きい方が
優先適用となります。○固定通信サービスをSoftBank 光 ファミリー・ライト以外へ変更した場合、解除されます。【おうち割 光セット増額キャンペーン（ホワイトプラン）】▪増額対象外のプランへ変更した場合、割引が終了となります。▪スマホ
BB割のご加入経験がある場合は、割引期間が引き継がれますので増額されない場合があります。▪おうち割 光セットが過去に適用されていた場合、増額対象となりません。【おうち割 光セット増額キャンペーン共通】▪SoftBank 光 ファミリー・
ライトの場合、3年目以降の割引増額はありません。▪その他、記載していない適用条件（併用不可キャンペーン・返還請求など）については、おうち割 光セットと同様になります。【モバイルWi-Fiルーター特典】＜適用条件＞◯新規でモバイル
Wi-Fiルーターの対象料金サービスをご契約いただくこと。◯スマートフォン／ケータイ／タブレットでおうち割 光セットが適用中であること。▪モバイルWi-Fiルーター回線を解約・譲渡した場合、割引は前請求月末までとなります。▪特典
が解除された場合、同特典への再加入はできません。※8 SoftBank 光ギガスピード、スーパーハイスピードの場合です。SoftBank 光ハイスピード（IPv6 IPoE+IPv4）の場合は下りで最大1Gbpsとなります。最大1Gbpsとは技術規格上の最大速
度です。実際には、お客さまのご利用環境や回線状況等により、低下する場合があります。※9 工事および工事費が必要な場合があります。※10 ポイントの付与を受けるには、「プレミアム」プランをお申し込み後に専用ページからエントリー
が必要です。付与するポイントには上限があります。詳しくはWEBサイト（http://bbservice.yahoo.co.jp/shopping/）をご確認ください。◎特典内容は予告なく変更する場合があります。◎記載の各割引は税込総額からの割引です。

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

おうち割

Wi-Fiルーターの月額利用料金から
（3年目以降※は毎月1,008円割引となります）2年間毎月1,522円割引

■おうち割 光セット  ［スマホ・ケータイなど（モバイル通信）＋ネット（固定通信）をセットで使う場合］　【対象機種】iPhone、iPad、スマートフォン、ケータイ、タブレット

対象料金サービス（モバイル通信）
割引額

2年間 3年目以降
SoftBank 光 ファミリー・ライトの場合

2年間 3年目以降

データ定額パック・大容量（10／15／20／30） 2,000円 1,008円 500円
  ➡2,000円※4 500円

データ定額パック・標準（5／8） 1,522円 1,008円 500円
  ➡1,522円※4 500円

データ定額パック・小容量（1／2）※1 500円 500円 500円 500円

データ定額パック（シンプルスマホ） 500円 500円 500円 500円

データ定額パック（3G ケータイ） 500円 500円 500円 500円

ホワイトプラン
指定のパケット定額サービス※2

最大 500円
  ➡1,522円※3

最大 500円
  ➡1,008円※3

最大 500円
  ➡1,522円※3 最大 500円

上記以外の料金プラン 最大 500円 最大 500円 最大 500円 最大 500円

（iPad専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE 500円 500円 500円 500円

（タブレット専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G 500円 500円 500円 500円

対象固定通信サービス 割引期間

SoftBank 光※5  おすすめ! 永年

SoftBank 光 ファミリー・ライト※5 永年

SoftBank Air   おすすめ! 永年

Yahoo! BB ADSL 永年

Yahoo! BB バリュープラン 2年

SoftBank ブロードバンド ADSL
（Nexyz.BB）※6 永年

SoftBank ブロードバンド ADSL
（エンジョイBB） 永年

ホワイトBB 2年

ケーブルライン※7 永年

ひかりdeトークS（ケーブルライン）※7 永年

NURO 光 でんわ（ケーブルライン）※7 永年

モバイルWi-Fiルーター特典 ［適用条件］ 個人契約のスマートフォン／ケータイ／タブレットをお持ちでおうち割 光セットにご
加入いただいていること。新規でモバイルWi-Fiルーターの対象料金サービスにご加入いただくこと。
［対象機種］ Pocket WiFi 501HW、303ZT、304HW、301HW、203Z
［対象パケット定額サービス］ 4G／ LTEデータし放題フラット、4Gデータし放題フラット＋
※ 3年目以降の割引の有無は対象固定通信サービスにより異なります。

さらに
おトク

通常500円 通常500円（3年目以降※は毎月1,008円に増額）1,522円割引（2年間） 最大2,000円割引（2年間）

おうち割 光セット増額キャンペーン（ホワイトプラン） おうち割 光セット増額キャンペーン（SoftBank 光 ファミリー・ライト）

［対象機種］個人契約の iPhone、スマートフォン
［対象パケット定額サービス］iPhone：パケットし放題フラット for 4G LTE
スマートフォン：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スマートフォン
※ 3年目以降の割引有無は通常のおうち割 光セットと同様になります。

［対象固定通信サービス］SoftBank 光 ファミリー・ライト
［対象データ定額パック］データ定額パック・大容量（10／15／20／30）：2年間毎月500円▶2,000円
 データ定額パック・標準（5／8）：2年間毎月500円▶1,522円

通信速度最大

1Gbps ※8
フレッツ光ご利用の方は

工事不要※9
プレミアムプランなら

Tポイント10倍※10

※ 3年目以降の割引の有無は対象固定通信サービスにより異なります。

適用条件 キャンペーン期間中にスマートフォン・ケータイ・タブレットの対象料金サービスと対象固定通
信サービスをセットでご利用のお客さま（固定通信サービスはご家族名義でも対象となります）。

ソフトバンクでまとめると超おトク。
データ定額パック・標準（5／8）なら、ひとりあたり

1,522円割引 3年目以降※も
毎月1,008円割引

ネットスマホ
ケータイ
タブレット データ定額パック・大容量（10／15／20／30）なら  2,000円割引

2年間毎月



日本語PRICE PLAN

J-3 表示価格は特に断りがない限り税抜です

パック名 データ容量 料金

データ定額パック・小容量（1） 1GB 2,900円／月

データ定額パック・標準（5） 5GB 5,000円／月

データ定額パック・標準（8） 8GB 6,700円／月

データ定額パック・大容量（10） 10GB 9,500円／月 ▶ 8,000円／月

データ定額パック・大容量（15） 15GB 12,500円／月

データ定額パック・大容量（20） 20GB 16,000円／月

データ定額パック・大容量（30） 30GB 22,500円／月

対象機種 プラン名 料金（2年契約加入時）

iPhone／
4G スマートフォン

通話し放題
ライトプラン

1,700円／月
（2年契約未加入時  

3,200円／月）

■　料金プラン

［お申し込み］必要　
［ソフトバンクに新規加入の方］
加入月または翌請求月から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］
翌請求月から適用

iPhone
4G

スマート
フォン
タブレット3G

ケータイiPad
モバイル
データ
通信

4G
スマート
フォン

iPhone 4G
ケータイ

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

スマ放題

■基本プラン

スマ放題ライト

■データ定額パック

■データ定額パック★■基本プラン

5分以内なら何度でも、すべての国内通話し放題 + ネットし放題。

パック名 データ容量 料金

データ定額パック・標準（5） 5GB 5,000円／月

データ定額パック・標準（8） 8GB 6,700円／月
データ定額パック・大容量（10） 10GB 9,500円／月 ▶  8,000円／月
データ定額パック・大容量（15） 15GB 12,500円／月
データ定額パック・大容量（20） 20GB 16,000円／月
データ定額パック・大容量（30） 30GB 22,500円／月
データ定額パック・小容量（1） 1GB 2,900円／月
データ定額パック・小容量（2） 2GB 3,500円／月
データ定額パック（シンプルスマホ）
▪シンプルスマホ専用です。 200MB 2,000円／月
データ定額パック（3G ケータイ）
▪3G ケータイ専用です。  3,500円／月（使い放題）

S!ベーシックパック／
ウェブ基本使用料

300円／月

対象機種 プラン名 料金（2年契約加入時）

iPhone／4G スマートフォン 通話し放題プラン 2,700円／月 （2年契約未加入時  4,200円／月）

iPad／タブレット タブレットプラン 1,700円／月 （2年契約未加入時 3,200円／月）

ケータイ 通話し放題プラン（ケータイ） 2,200円／月 （2年契約未加入時  3,700円／月）

モバイルデータ通信 Wi-Fiルータープラン（高速）※1 1,400円／月※2 （2年契約未加入時  2,900円／月）

▪J-3に記載の通話料および通信料は、国際サービスご利用時は異なります。詳細はJ-12、13をご覧ください。 一部の通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細はJ-15をご覧ください。

▪2年契約にご加入時の料金です。2年契約は2年単位での契約となります（自動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料（9,500円）がかかります。契約期間は適用開始となった日から翌請求月
末までを1ヵ月目として計算します。 ▪「データ定額パック」未加入で利用されると、ご利用状況によりデータ通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。▪スマ放題／スマ放題ライトに加入された場合、現在受けている割引
が終了となることがあります。

※1 501HW、303ZTの場合。304HW、203Z、301HWの場合はWi-Fiルータープランとなります。※2 3年目以降は1,900円／月となります。※3 10GBがおトクキャンペーン適用時。【10GBがおトクキャンペーン】＜併用不可サービス＞
家族データシェア ＜対象機種＞iPhone、スマートフォン、AQUOS ケータイ、4G ケータイ 【スマ放題／スマ放題ライト】▪更新月に解約等された場合は、前月利用分まで割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。▪通話が連続
して長時間におよぶなど、当社設備に影響をおよぼすと当社が判断した場合は、通話を切断することがあります。▪他人に電気通信サービスを提供する目的（電気通信役務目的）でご利用いただくことはできません。当社が電気通信役務目
的で利用していると判断した場合は、当社指定の料金プランへ変更するとともに、お客さまのお申し込みによる一部の料金プランへの変更を一定期間制限します。【スマ放題ライト】▪S!ベーシックパック、データ定額パック・小容量（1）、
データ定額パック・標準（5）（8）、大容量（10）（15）（20）（30）への加入が必要です。▪一部ほかのキャンペーン、プログラム、割引との併用ができない場合があります。▪5分を超えた場合の通話料は20円／30秒となります。SMSの送信
には3円／通がかかります。▪家族割引適用時、同一の家族割引にご加入の家族への通話が24時間無料となり、SMS送信も無料となります。【基本プラン】▪月途中に加入の場合日割り計算を行いますが、解約の場合は日割り計算は行いません。
▪タブレットプランご契約の場合は、ウェブ基本使用料、データ定額パックの加入が必須です。＜無料通話対象外＞○アメリカ放題以外の国際ローミング　○国際電話　○テレドーム（0180から始まる番号）　○ナビダイヤル等（0570か
ら始まる番号）　◯ソフトバンク以外へのショートメッセージ（SMS）送信　◯国際転送電話サービス（通話開始後、接続先の海外番号を改めて入力するもの等）　○当社が指定し、別途随時公表する電話番号 【S!ベーシックパック／ウェブ
基本使用料】▪月途中に加入の場合日割り計算を行いますが、解約の場合は日割り計算は行いません。【データ定額パック】▪S!ベーシックパックの加入が必須です。▪3Gのパケット定額サービスでご契約のお客さまは、通信速度の制御を
実施する場合があります。▪一定期間に大量の通信をご利用された場合、通信速度の制限を実施する場合があります。▪データ定額パック定額料の日割り計算は行いません。【データくりこし】＜対象データ定額パック＞データ定額パック・
標準（5）（8）、データ定額パック・大容量（10）（15）（20）（30）◯「家族」とは同じ「家族割引」（ソフトバンクの「家族割引」およびディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクの「ホワイト家族24（D）」）にご加入の家族を指します。

▪Wi-Fiルータープランは、家族データシェアまたはデータシェアプラスの子回線とする場合のみ加入できます。

▪4G／ 4G LTE対応のiPhone、スマートフォンを利用されるお客さま対象で国内音声通話が無料とな
ります。▪一部通話や、SMS送信など対象外のものがあります。

★S!ベーシックパック（300円／月）の加入が必要です。

24時間すべての国内通話し放題＋ネットし放題。余ったデータ量は翌月にくりこせる！

※3

※3



データ量を分け合って2台で利用できる。

日本語PRICE PLAN

J-4 表示価格は税抜です

データシェアプラス

■　データシェア

［お申し込み］必要iPhone
4G

スマート
フォン
タブレット3G

ケータイiPad
モバイル
データ
通信

4G
スマート
フォン

iPhone 4G
ケータイ

▪2年契約にご加入時の料金です。2年契約は2年単位での契約となります（自動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料（9,500円）がかかります。契約期間は適用開始となった日から翌請求月
末までを1ヵ月目として計算します。

▪親回線1回線に対して子回線1回線のみが対象です。▪一部併用できないサービス・キャンペーンがあります。▪毎月ご利用のデータ量が親回線のデータ量上限を超えた場合、請求月末まで親回線・子回線の通信速度を送受信時最大
128Kbpsに制限いたします。▪パケット定額サービス定額料、データシェアプラス月額使用料の日割り計算は行いません。▪更新月に解約などされた場合は、前月利用分まで割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。＜対象料
金サービス＞ ◯親回線：通話し放題プラン／通話し放題プラン（ケータイ）／通話し放題ライトプラン／ホワイトプラン／標準プラン（S!ベーシックパック、データ定額パック・小容量（1）（2）／標準（5）（8）／大容量（10）（15）（20）（30）／
パケットし放題フラット for 4G LTE ／パケットし放題フラット for 4G（通話し放題ライトプランはデータ定額パック・小容量（2）には加入できません。通話し放題ライトプラン／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 LTE ／パケットし放題フラット for 4GはiPhone 5以降のiPhone、または4G スマートフォンのみ加入できます。） ◯子回線：タブレットプラン／ Wi-Fiルータープラン／ Wi-Fiルータープラン（高速）、ウェブ基本使用料 ▪子回線は
データシェアプラス月額使用料（500円／月）が自動適用されます。▪親回線・子回線ともに、いずれかのパケット定額サービスへの加入が必要です。本サービスが適用されるまでの間および適用終了後は、加入いただいたパケット定額サー
ビスが適用されます（適用期間中は、当該パケット定額サービスの定額料は請求いたしません）。

■ 対象料金サービスに加入中または申し込みをすること。　■ 親回線と子回線が同一家族割引グループにご加入いただくこと。■ 適用条件

家族データシェア    家族で複数回線契約する場合、親回線のデータ定額パックを子回線とシェアして利用できます。 ［データシェア月額使用料：子回線1台につき500円／月］

【親回線の対象データ定額パック】データ定額パック・大容量（10）（15）（20）（30） 【併用不可サービス】10GBがおトクキャンペーン、データシェアプラス、おうち割 光セット▪通話し放題ライトプランをご利用の場合、データ定
額パック・大容量（10）で親回線としてのご加入はできません。▪親回線がデータ定額パック・大容量（15）（20）（30）の場合のみ、通話し放題ライトプランで子回線としてご加入いただけます。▪毎月ご利用のデータ量が親回線
のデータ量上限を超えた場合、請求月末までシェアグループ内全回線の通信速度を送受信時最大128Kbpsに低速化いたします。▪一部併用不可のサービス・キャンペーンがあります。

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

スマホとタブレットをセットで利用

データシェアプラスならタブレットが2,500円／月で使える

ソフトバンクの
スマホ

ソフトバンクの
タブレット

スマホと
タブレットで
データ量が
分け合える

タブレットで
5GB

スマホで
3GB

8GB

ソフトバンクの
ケータイ

スマホ
通話し放題プラン

2,700円／月

S!ベーシックパック

300円／月

データ定額パック・
標準（8）

6,700円／月

小計

9,700円／月

タブレット
タブレットプラン

1,700円／月

ウェブ基本使用料

300円／月

データシェアプラス
月額使用料

500円／月

小計

2,500円／月

合計

12,200円／月

ケータイ

通話し放題プラン
（ケータイ）

2,200円／月

S!ベーシックパック

300円／月

データ定額パック・
標準（5）

5,000円／月

小計

7,500円／月

タブレット
タブレットプラン

1,700円／月

ウェブ基本使用料

300円／月

データシェアプラス
月額使用料

500円／月

小計

2,500円／月

合計

10,000円／月

スマホ
基本使用料

934円／月
S!ベーシックパック

300円／月

パケットし放題フラット
for 4G LTE／4G

5,700円／月
小計

6,934円／月

タブレット
タブレットプラン

1,700円／月
ウェブ基本使用料

300円／月

データシェアプラス
月額使用料

500円／月

小計

2,500円／月

合計

9,434円／月

スマ放題にご加入なら 24時間すべての国内通話し放題＋ネットし放題

ホワイトプランにご加入なら ソフトバンク携帯電話どうし1時～21時通話料無料

を分け合うと

8GB

を分け合うと

5GB

を分け合うと

7GB

▪J-4に記載の通話料および通信料は、国際サービスご利用時は異なります。詳細はJ-12、J-13をご覧ください。よりよいネットワーク品質を提供するため、通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行います。また、
当社が別に定める通信において、通信の制限を行う場合があります。詳細はJ-15をご覧ください。



日本語PRICE PLAN

J-5 表示価格は税抜です

■　その他料金プラン・割引サービス

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

通話料 メール通信料

▪4G  LTE／4Gへの契約変更なら、契約変更手数料3,000円が無料！
［対象：2012年11月1日以降にホワイトプランへご加入で、3Gケータイから4G  LTE／4Gへ契約変更される方（ホワイトプランに加入後7ヵ月以上経過された場合）］

「標準プラン」（基本使用料1,867円、2年契約なし、通話料や通信料はホワイトプランと同様）もお選びいただけます。
▪新規ご加入で、携帯電話のご購入を伴わない場合、別に定める専用の料金プランのみが適用となります（各種キャンペーン等の場合除く）。

※ ケータイはアクセスインターネット、アクセスインターネットプラス、4G スマートフォンはアクセスインターネットを含みます。▪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と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料
（9,500円）がかかります。▪契約期間は適用開始となった日から翌請求月末までを1ヵ月として計算します。▪21時および1時をまたがる通話の場合、時間帯をまたがる課金度数（30秒間）は無料になります。▪他人に電気通信サービスを提供す
る目的（電気通信役務目的）でホワイトプランをご利用いただくことはできません。なお、ホワイトプラン適用後であっても、当社が電気通信役務目的で利用していると判断した場合は、当社指定の料金プランへ変更させていただくとともに、お客
さまのお申し込みによる一部の料金プランへの変更を一定期間制限させていただきます。
▪一般加入電話や公衆電話からソフトバンク携帯電話へかけた場合の通話料につきましては、ソフトバンクホームページをご覧ください（日本語のみ対応）。
▪ソフトバンク網へローミング中のワイモバイルユーザーへ発信された場合、「ソフトバンク呼び出し音」が聞こえます。この場合は、他社宛の通話料がかかります。

▪J-5に記載の「ディズニー・モバイル」とは、「ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンク」を意味します。▪iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、4G スマートフォンを総称
して「4G  LTE／4G」とします。　▪J-5に記載の通話料および通信料は、国際サービスご利用時は異なります。詳細はJ-12、J-13をご覧ください。

◯海外でのご利用（アメリカ放題適用時を除く）　◯各種特番サービスへの通話（1416／ や＃で始まる番号）　◯ソフトバンク衛星電話への通話、SMS送信（ソフトバンク衛星電話
宛は、国際電話、国際メール（SMS）扱いとなります。）　◯メール容量が300KBを超える大容量ファイル添付機能　◯国際メールの送受信　◯iPhone専用メールアドレス（○○○@
i.softbank.jp）へのメール送受信　◯フォトビジョンへのSMS送信　◯みまもりカメラへのSMS送受信、TVコール

無料対象外となるサービス
（ホワイトプラン、Wホワイト、ホワイト家族24共通）

3G
ケータイ

3G
ケータイ

［ソフトバンクに新規加入の方］加入日から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］翌請求月から適用

［お申し込み］必要　［ソフトバンクに新規加入の方］加入日から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］翌請求月から適用

［お申し込み］必要　［ソフトバンクに新規加入の方］加入日から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］翌請求月から適用

［お申し込み］必要　［ソフトバンクに新規加入の方］加入日または翌月から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］翌請求月から適用

［お申し込み］必要　［ソフトバンクに新規加入の方］加入日または翌月から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］翌請求月から適用

【割引対象外】◯アドコール・ナビダイヤル（0570から始まる番号）　◯テレドーム（0180から始まる番号）　
◯みまもりカメラへのTVコール
▪ソフトバンク携帯電話を解約またはWホワイトを解除された場合は、お申し込み当月も適用されます。▪月
途中に加入・解約の場合でも、定額料の日割り計算は行いません。なお、新規加入と同時にお申し込みの場合、
適用開始を「ご加入月」、「翌請求月」からお選びいただけます。▪標準プランでもご加入いただけます。

▪PCサイトブラウザ（PCメール含む）、PCサイトダイレクト（Xシリーズ専用）、アクセスインターネットプラスを
ご利用の場合、定額料の上限額が5,700円／月に変わります。▪月途中に加入・解約の場合でも、定額料の日割り計
算は行いません。3G ケータイで「翌請求月」からの適用をお選びのお客さまは、ご加入月は0.2円／パケットの通
信料がかかり、パケット通信料が高額になる可能性があります。当社が指定するサービスにご加入のお客さまが「翌
請求月」からの適用をお選びの場合は、ご加入月は「パケットし放題S」が適用となります。

※「家族割引（ホワイトプラン）」の通称となります。なお、「家族」とは同じ「家族割引」（ソフトバンクの「家族割引」
およびディズニー・モバイルの「ホワイト家族24（D）」）にご加入の家族を指します。▪他の料金プランもしくはディ
ズニー・モバイルの回線とも家族割引を構成することができます。その場合、ご加入の料金プランに応じた「家族割
引」の割引が適用されます。▪家族割引のお申し込み、回線の追加についてはお申し込みをされるご契約者が家族割
引グループ内のすべてのご契約者の了承を得た上でお申し込みいただきます。

※ PCサイトブラウザ（PCメール含む）およびPCサイトダイレクト（Xシリーズ専用）、アクセスインターネットプ
ラスをご利用の場合、定額料の上限額が変わります（PCサイトブラウザ（PCメール含む）、アクセスインターネット
プラス：上限5,700円／月、PCサイトダイレクト（Xシリーズ専用）：上限9,334円／月）

ソフトバンク携帯電話への通話料はもちろん、
他社ケータイや固定電話宛の通話料も半額に。

どれだけ使っても通信料が4,200円／月。
定額制で3Gケータイを大満足に楽しめる。

家族への通話・メールは24時間いつでも無料。
料金を気にせず、家族と通話・メールができる。

3Gケータイを980円／月からスタート。
どれだけ使っても上限額4,200円／月まで。

ソフトバンクどうしなら、1～21時は国内通話し放題! 2年契約で、誰でもいきなりこのおトクさ。

ソフトバンク携帯電話、ディズニー・モバイル携帯電話宛

1時～21時 無料
21時～1時 20円／30秒

上記以外（他社ケータイ／固定電話等宛）

終 日 20円／30秒

ソフトバンク携帯電話、ディズニー・モバイル携帯電話宛

SMS送受信料 無料
S!メール（MMS）
送信・読出料 無料

他社ケータイ／ Eメール宛

SMS送受信料 送信料：3円／通 受信料：無料
S!メール（MMS）
送信・読出料

3G：0.2円／パケット
4G  LTE／4G：0.075円／パケット

TVコール通信料
64Kデジタルデータ通信料

36円／30秒（アクセスインターネット含む）

ウェブ通信料 
パケット通信サービス※

3G：0.2円／パケット
4G  LTE／4G：0.075円／パケット

S!ベーシックパック 300円／月
メールやウェブ、パケット定額サービス

ご利用時に必要です。

　  ご注意!
 「家族まるごと割引」「家族なんです」「家族割引パック」にご加入中など、ご契約状況によって
は、別途ソフトバンクショップにて「家族割引」への変更申し込みが必要となります。

ソフトバンクを既にご利用中のお客さまが機種変更と同時にお申し込みの場合、お申し込
み請求月の月初にさかのぼっての適用となります。

ソフトバンクを既にご利用中のお客さまがお申し込みの場合は、翌請求月からの適用
となります（変更・解除も同様）。

下記サービスのiPhone、4G スマートフォンの新規受付終了時期は別途ソフトバンクホームページにてお知らせいたします。なお、ご加入中のお客さまは受付終了後も継続してご利用いただけます。

［定額料372円／月からスタートの「パケットし放題S」もご用意!］

Wホワイト

パケットし放題フラット

ホワイトプラン

ホワイト家族24※

パケットし放題

【基本使用料】934円／月

【定額料】

無料
【定額料】

【定額料】 【定額料】

934円／月

4,200円／月 980円～
4,200円／月

フラット型パケット定額サービス 二段階型パケット定額サービス

iPhone 5,700円 2,000～6,200円

スマートフォン 5,700円 2,000～6,200円

iPad 5,200円（4G LTE 定額プログラム） ー

【対象料金プラン】ホワイトプラン、標準プラン（海外パケットし放題について、詳細はJ-12をご覧ください。）　【パケット定額サービスの対象となる通信】国内でご利用のS!メール（MMS）、ウェブ・PCサイトブラウザ（PCメー
ル含む）・PCサイトダイレクト（Xシリーズ専用）、アクセスインターネットプラス  【パケット定額サービスの併用可能割引サービス】▪ホワイトプラン、標準プラン：Wホワイト／ホワイト家族24／ハートフレンド割引／ホワ
イトコール24

iPhone、4G スマートフォン向け
パケット定額サービスも
ご利用いただけます。

3G
ケータイiPhone

4G
スマート
フォン

4G
ケータイ

3G
ケータイiPhone

4G
スマート
フォン

4G
ケータイ

3G
ケータイiPhone

4G
スマート
フォン

4G
ケータイ



日本語PRICE PLAN

J-6 表示価格は特に断りがない限り税抜です

タダで機種変更キャンペーン

家族ご紹介キャンペーン

■　機種変更の方向け割引サービス（ソフトバンクをお使いの方）

［お申し込み］必要

［お申し込み］必要

iPhone

iPhone

4G
スマート
フォン

4G
スマート
フォン

事前にネットで申し込み、指定店舗でスマホな
どの機種を受け取ることができるサービスです。
機種変更、新規契約、のりかえ（MNP）などの手
続き時間を短縮できます。

■ 当社指定機種の購入を伴う機種変更。 ■ 機種変更前の機種を当社で購入していること。
■ 機種変更前の機種を当社が下取りしていること。 ■ 下取り対象機種に、破損がなく正常に動作すること。
■ 下取り対象機種の査定を完了していること。 ■ 初期化されていること。さらにアクティベーションロックが解除されていること。

■ 適用可能期日以降に紹介者の対象機種へ購入を伴う機種変更。
■ データ定額パックまたはパケットし放題フラット for 4G LTEまたは4Gへの加入。

■ 特典（割引）の内容はソフトバンククルーまでお問い合わせください。 ■ iPhone 5 以降の iPhone、4G スマートフォン

■ 紹介者が機種変更をした翌月末までに対象機種の購入を伴うのりかえ（MNP）または
番号移行をすること。

■ 紹介者と同じ家族割引に加入すること。
■ データ定額パック・標準（5）（8）以上またはパケットし放題フラット for 4G LTE／

4Gに加入すること。

※3 適用条件を満たさない場合でも、「故障端末買取キャンペーン」にお申し込みいただくと、Tポイントが付与される場合があります。▪ソフトバンクカードチャージ特典（割引特典の総額相当のプリペイドバリューを一括チャージ）もお
選びいただけます。【ソフトバンクカードチャージ特典】▪特典お申し込みまでにソフトバンクカードにご入会いただく必要があります。ご利用の機種や年齢等、ソフトバンクカードのお申し込みには条件があります。特典のお申し込み後、
チャージされるまでにカード解約等でソフトバンクカードチャージ特典が適用できない場合、通信料割引特典が適用となります。ソフトバンクカードチャージ特典は、下取り対象機種の査定完了月の翌月または翌々月の20日頃に適用され
ます。本キャンペーンへお申し込みの際は、古物営業法に基づく本人確認を実施します（店舗下取り、後送りいずれも対象）。

【ご紹介者】▪スマ放題のデータシェアの子回線は対象外です。ご紹介者が以下条件に該当する場合、特典は無効／終了となります。◯特典適用期間内に対象回線の解約、譲渡（家族割引適用中の家族間の名義変更は除く）を行った場合　◯電
話番号・メールアドレスお預かりサービスにお申し込みされた場合　◯対象パケット定額サービスの解除  【ご紹介者のご家族】▪ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクからのMNPは対象外です。

■ 適用条件※3

■ 適用条件（ご紹介者）

■ 特典内容 ■ 対象機種

■ 適用条件（ご紹介者のご家族）

例えばiPhone 6sなら

 対象機種の下取りで機種代金
実質負担0円※1※2

※1 iPhone 6s（16GB）をご購入、iPhone 5s以降のiPhoneを下取りした場合。※2 実質負担とは、月々の分割支払金
と、通信料金に適用された割引（上限額）の金額との差額です。実質負担0円となるには、25ヵ月間の契約が必要です。

■ 対象機種

対象のスマホに機種変更

ソフトバンクのスマホ ソフトバンクのスマホ

対象のスマホに機種変更 MNPで他社からのりかえ

ソフトバンクのスマホ 他社のスマホソフトバンクのスマホ ソフトバンクのスマホ

■ お申し込みについて（店舗受け取りをお選びいただいた場合）
①オンラインショップで事前申し込み ②ご指定の店舗で受け取る

アクセス

https://www.softbank.jp/online-shop/
special/tenpo-uketori/

 ▪機種変更、新規契約、のりかえ（MNP）が対象
です。

事前にお申し込み手続き済み
だから受け取りがスムーズ

ネットの事前申し込みで、店舗の手続き時間が短縮！

店舗受け取りサービス

下取り対象機種
iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 以外の iPhone、
Xperia Z3、Xperia Z4、Galaxy S6 edge、X06HT、X06HTⅡ、
001HT、001DL、101DL

機種変更対象機種
（指定機種）

iPhone 5 以降の iPhone、4G スマートフォン
▪シンプルスマホなど一部機種は対象外となります。

機種変更された方の紹介で
ご家族がのりかえると

ご紹介者の通信料を
割引（税込）

ご紹介者 ご家族

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）



機種
変更

1ヵ月目 2ヵ月目

機種代金
分割支払金

7ヵ月分の機種代金を
免除！

機種代金分割支払金

14ヵ月目13ヵ月目 19ヵ月目 25ヵ月目

プログラム利用料（300円／月）

13ヵ月目に、機種変更できる!

購入
機種

機種

機種代金
分割支払金

機種変更後の機種でもご加入いただきます。

日本語PRICE PLAN

J-7 表示価格は特に断りがない限り税抜です

機種変更先取りプログラム

■　機種変更の方向け割引サービス（ソフトバンクをお使いの方）

［プログラム利用料］
300円／月（課税対象外）
［前倒し手数料］
2,000円（課税対象外）

iPhone
4G

スマート
フォン

機種変更時、残った機種代金を

最大7ヵ月分免除
（通信料金から残った機種代金と同額を割引）

対象のスマホに機種変更

ソフトバンクのスマホ ソフトバンクのスマホ

■ 通話し放題プラン、通話し放題ライトプランを1,836円（税込）／月割引※1

■ ホワイトプランの場合、基本使用料 934円／月が無料
■ 新規契約・機種変更・契約変更・譲渡時の手数料が無料
■ 各種オプションサービスの月額使用料を60%割引※2

必要な人にやさしい割引サービス

ハートフレンド割引
※1 記載の金額を通信料金から割引します。基本プランの対象としては「通話し放題プラン」「通話し放題ライトプラン」「通話し放題プラ
ン（ケータイ）」「タブレットプラン」でかつ専用2年契約非加入の場合が対象となります。※2 対象となるオプションサービスは、S!ベーシッ
クパック／留守番電話プラス／割込通話／位置ナビ／電話帳バックアップとなります。▪ホワイトプランのハートフレンド割引内容につ
いての詳細はソフトバンクホームページをご確認ください（日本語のみ対応）。

［お申し込み］必要
［ソフトバンクに新規加入の方］加入日から適用

［ソフトバンクを既にご利用の方］翌請求月から適用

＜対象となるお客さま＞
○身体障がい者手帳　○療育手帳　○精神障がい者保健福祉手帳　○特定疾患医療受給者証　○特定疾患
登録者証　◯特定医療費（指定難病）受給者証のいずれかの交付を受けている方が対象となります。

▪機種変更時、機種変更前の機種（下記イメージの機種A）を回収させていただきます。▪13ヵ月目から18ヵ月目に特典利用した場合、前倒し手数料（2,000円）が発生します。19ヵ月目から25ヵ月目に特典利用した場合は前倒し手数料は発生しません。

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

■ プログラムイメージ（13ヵ月目で機種変更の場合）

■ 対象機種を新スーパーボーナス（2年割賦）にてご購入。  ■ ご購入と同時に本プログラムへお申し込み。
■  「データ定額パック」または「パケットし放題フラット for 4G LTE／4G」へのご加入。
▪家族データシェア子回線は対象外です。

■ 特典適用しなければ、プログラム利用料は全額返金！（最大48ヵ月）
▪返金には一部条件があります。

■ 対象機種を12ヵ月間以上※ご利用いただいた上で、本プログラム指定機種に機種変更すること。　　■ 機種変更後の機種でも本プログラムに加入すること。
■ 機種変更（上記イメージの機種B）の際、今回ご購入の機種（機種A）を当社に回収させていただくこと（回収機種に破損がなく正常に動作すること）。

■ 加入条件

■ 返金保証

■ 特典利用条件

※ 13ヵ月目～18ヵ月目の機種変更時は、前倒し手数料（2,000円／課税対象外）のお支払いで本プログラム特典をご利用いただけます（18ヵ月ご利用後の機種変更の場合、前倒し手数料は発生しません）。▪特典利用時の機種変更時点での
分割支払金の残額を割引対象とし、毎月の通信料金から分割支払金と同額を割引します。一部割引対象外となる料金があります。▪本プログラム特典の割引期間中や解約された場合でも、分割支払金のお支払いは必要です。▪端末回収の
際は、古物営業法に基づく本人確認を実施します（店頭回収、後送りを選択できます）。▪特典利用申し込みの翌月末までに端末の査定が完了しない場合や特典利用申し込み後に今回購入機種の回収ができない場合、特典は適用されず、プロ
グラム利用料を全額返金します。▪本プログラムの解除、12ヵ月以内の機種変更、対象外料金サービスへの変更、解約・譲渡などの場合、本プログラムは解除となります。その場合、お支払い済みのプログラム利用料の返金はしません。
▪分割支払金を一括清算された場合、本プログラムの特典の対象外ですが、条件を満たした場合はプログラム利用料の返金対象となります。▪プログラム利用料、および前倒し手数料には消費税はかかりません。ただし、時期・機種により
変更する場合があります。▪その他のキャンペーン、プログラム、割引との併用ができない場合があります。

■ 対象機種

プログラム加入時の
対象機種

iPhone 6以降のiPhone、Nexus 6P、Xperia™ Z5、AQUOS 
Xx2、AQUOS Xx2 mini、DIGNO® U、Galaxy S6 edge、
Xperia™ Z4、AQUOS Xx、AQUOS CRYSTAL 2

機種変更対象機種
（指定機種）

iPhone 6s以降のiPhone、Nexus 6P、Xperia™ Z5、AQUOS Xx2、
AQUOS Xx2 mini、Galaxy S6 edge、AQUOS CRYSTAL 2



日本語PRICE PLAN

J-8

表示価格は特に断りがない限り税抜です。
割引額は税込総額からの割引額となります

のりかえ割

のりかえ下取りプログラム

■　のりかえの方向け割引サービス

［お申し込み］不要

［お申し込み］必要

iPhone

3G
ケータイiPhone

4G
スマート
フォン

4G
ケータイ

4G
スマート
フォン

▪J-8に記載の通話料および通信料は、国際サービスご利用時は異なります。詳細はJ-12、J-13をご覧ください。

※ ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクからのMNP、ワイモバイルからの番号移行は対象外となります。▪指定機種ご購入毎に1台のお申し込みが可能です。▪下取り機種に応じて指定機種購入後の毎月の通信料金から割引します。
▪割引期間中も分割支払金のお支払いが必要です。▪割引期間内に解約された場合、割引は終了となりますが、分割支払金のお支払いは必要です。▪本プログラムのお申し込みの際は、古物営業法に基づく本人確認を実施します（店頭下取り、
後送りいずれも）。▪2015年4月1日よりソフトバンクとワイモバイル間ののりかえ（MNP）については「番号移行」に名称変更いたしました。【ソフトバンクカードチャージ特典】▪割引特典の総額相当のソフトバンクカードプリペイドバ
リューを一括で付与します。▪特典お申し込みまでにソフトバンクカードにご入会いただく必要があります。▪ソフトバンクカードはご利用の機種や年齢等、お申し込みにあたって条件があります。▪特典のお申し込み後、チャージされ
るまでにカード解約等で特典が適用できない場合、通信料割引特典が適用となります。▪特典は、下取り対象機種の査定完了月の翌月または翌々月の20日頃に適用されます。

下取り
対象機種

NTTドコモ、auでご購入のiPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、
iPhone 5、iPhone 4s、スマートフォン、従来型携帯電話（フィーチャーフォン）
▪NTTドコモキッズケータイ／ジュニアスマートフォン、auジュニアケータイ／ジュニアス
マートフォンは対象外となります。

のりかえ（MNP）
対象機種（指定機種）

iPhone 6 以降のiPhone、スマートフォン、ケータイ
▪みまもりケータイ、あんしんファミリーケータイは対象外となります。

お申し込み方法
店頭でお申し込み  ▪後日来店でもお申し込みできます。

■ 翌請求月より割引　■ 手続きがスピーディー

郵送でお申し込み

■ 翌請求月より割引　■ 来店不要、ご自宅から郵送

おすすめ! 

MNPで他社からのりかえ

MNPで他社からのりかえ

他社の
スマホ・ケータイ

ソフトバンクの
ケータイ

ソフトバンクの
スマホ

他社のスマホ・ケータイ ソフトバンクのスマホ

または
通信料金から

24回の分割割引
ソフトバンクカード

チャージ特典

▪以下の場合、特典は無効／終了となります。○特典の期間内に3G スマートフォン、ケータイに変更した場合　◯対象のプラン、割引サービスの解除・解約を行った場合　◯特典の期間内に対象回線の解約、譲渡（家族割引適用中の家族間
の名義変更は除く）を行った場合　◯電話番号・メールアドレスお預かりサービスにお申し込みされた場合 ▪一部のキャンペーンとの併用ができない場合があります。▪ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクからのMNPは対象外です。
▪スマ放題のデータシェア子回線は対象外です。

ソフトバンクへのりかえで

通信料から
24回の分割割引

■  のりかえ（MNP）でのiPhone 5 以降のiPhone／4G スマートフォン契約またはUSIM 
単体契約（いずれもMNP）し、専用2年契約への加入。

■  スマ放題／スマ放題ライト（基本プラン＋専用2年契約データ定額パック（標準・大容量））
またはホワイトプラン＋パケットし放題フラットへの加入。

■ 以下の特典から選択できます。
　 ①通信料より割引　②商品券・ポイント等
※ ②に関しては、一部実施していない店舗があります。詳しくはソフトバンク取扱店までお問い合わせください。

■ 適用条件■ 特典内容

■ 他社から番号そのままのりかえ（MNP）で当社指定機種の購入を伴う加入※。
■ スマ放題／スマ放題ライト（基本プラン＋データ定額パック）またはホワイトプラン＋パケットし放題フラットへの加入。（家族データシェアの子回線を除く）
■ のりかえ（MNP）加入の翌月末までに下取りのお申し込みをすること。 ■ 下取り対象機種に破損がなく正常に動作すること。
■ 初期化されていること。さらにアクティベーションロックが解除されていること。 ■ 下取り対象機種の査定を完了すること。
▪上記条件を満たさない場合でも、「故障端末買取キャンペーン」にお申し込みいただくと、Tポイントが付与される場合があります。

■ 適用条件

■ 対象機種

他社ケータイの下取りで割引。

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）



日本語PRICE PLAN

J-9

表示価格は特に断りがない限り税抜です。
割引額は税込総額からの割引額となります

ガラケーのりかえ割

タブレット下取り割

■　のりかえの方向け割引サービス

［お申し込み］必要

［お申し込み］必要

3G
ケータイ

iPad

4G
ケータイ

タブレット

モバイル
データ
通信

3G
ケータイ タブレット4G

ケータイ
4G

スマート
フォン

iPhone iPad

お申し込み方法
店頭でお申し込み  ▪後日来店でもお申し込みできます。

■ 翌請求月より割引　■ 手続きがスピーディー

郵送でお申し込み

■ 翌請求月より割引　■ 来店不要、ご自宅から郵送

おすすめ! 

ケータイ★購入で、通話料・通信料などが
24ヵ月間（ご購入2ヵ月目～25ヵ月目まで）割引に。

※ 月月割の対象となる基本プランは通話し放題プラン、通話し放題ライトプラン、モバイルデータ通信向け料金プランの基本使用料に限ります。【新スーパーボーナス】▪新スーパーボーナスは、月月割が終了した後も継続されます。
なお、機種変更の際に新スーパーボーナス用販売価格以外で端末をご購入された場合、新スーパーボーナスは解除されます。▪現在ご利用されている機種の利用期間が6ヵ月未満の場合は、原則新スーパーボーナス用販売価格
での機種変更／契約変更はお申し込みいただけません。▪月月割は、購入時の端末代金（税込）からの割引ではございません。▪月月割適用期間中に携帯電話を機種変更／解約された場合やお申し込みのプランを変更された場
合、 月月割の適用は、これらの申し込みがなされた月の前月をもって、終了もしくは減額いたしますので、ご注意ください。また月月割の増額はありません。▪割賦代金は、購入時の端末代金（税込）を分割して月々お支払いいただきます。 
▪月月割は、端末購入時に契約した、割賦代金の全部または一部を上限とした割引額を月々割引します。そのため、消費税率が変動しても、割賦代金および、月月割は変わりません。

携帯電話機分割支払金 携帯電話機分割支払金

割引後のご利用金額

月月割で
税込総額から割引S!ベーシックパック

データ定額パック
・標準（5）

基本プラン

▪分割支払金や月月割額、料金プラン、ご利用金額はお客さまごとに異なります。▪端末購入時、契約申
込書記載のデータ定額パック加入の場合です。月月割終了までの間にデータ定額パックの変更や解除を
されますと、月月割の減額および割引が終了となる場合があります。また月月割の増額はありません。
▪ユニバーサルサービス料が別途かかります。

月月割支払いイメージ：4G スマートフォンをご購入で通話し放題プラン、
データ定額パック・標準（5）にご加入のお客さまの例

★新スーパーボーナス
対象機種

月月割の対象となるサービスは下記でご確認ください。

月月割割引対象※     ■ 基本プラン　■ データ定額パック
■ オプションサービス など

月月割割引対象外  ■ 購入時の端末代金の分割支払金
■ チャリティホワイト など

 購入者向け割引サービス

月月割
［お申し込み］必要　　［対象料金プラン］通話し放題プラン、通話し放題ライトプラン、ホワイトプラン、標準プラン、モバイルデータ通信向け料金プラン

3年間月額1,480円（税込）だけで
24時間国内通話し放題※1

※1 通話無料は国内通話が対象です。一部対象外となる番号があります。

お持ちのタブレットを下取りで割引。

※2 ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンクからののりかえ（MNP）、ワイモバイルPHS以外の回線からの番号移行、当社解約後3ヵ月以内の再契約の場合は本キャンペーン適用の対象外となります。▪専用3年契約は契約期間満了した
場合、専用2年契約に自動更新となります。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約などには契約解除料10,260円（税込）がかかります。契約期間は適用開始から翌請求月末までを1ヵ月目として計算します。また3年目
以降に解約などをされた場合は前月利用分までの割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。▪実際のお支払い金額は1,479円となります。▪ご購入機種およびご契約内容によっては、月月割が満額適用されず、実質負担0円にな
らない場合がございます。▪実質負担とは月々の分割支払金の合計額と通信料金からの割引の合計額との差額です。実質負担0円となるには指定サービスで37ヵ月間の契約が必要です。

▪指定機種ご購入毎に1台のお申し込みが可能です。▪割引期間中も分割支払金のお支払いが必要です。▪割引期間内に解約された場合、割引は終了となりますが、分割支払金のお支払いは必要です。▪店頭でお申し込みかつ後送の場合、
店頭での申告機種と実際に送付した機種が同一である必要があります。▪本プログラムのお申し込みの際は、古物営業法に基づく本人確認を実施します（店頭下取り、後送りいずれも）。【ソフトバンクカードチャージ特典】▪割引特典の総
額相当のソフトバンクカードプリペイドバリューを一括で付与します。▪特典お申し込みまでにソフトバンクカードにご入会いただく必要があります。▪利用機種や年齢等、ソフトバンクカードのお申し込みには条件があります。▪特典
のお申し込み後、チャージされるまでにカード解約等で特典が適用できない場合、通信料割引特典が適用となります。▪特典は、下取り対象機種の査定完了月の翌月または翌々月の20日頃に適用されます。

または
通信料金から

24回の分割割引
ソフトバンクカード

チャージ特典

ソフトバンクを
お使いの方

さらに機種代金実質0円で好きなガラケーが選べる！ DIGNO ケータイ、AQUOS ケータイ、COLOR LIFE 5、202SH、かんたん携帯9、かんたん携帯8

【適用条件】◯NTTドコモ、auでご購入のフィーチャーフォンまたはワイモバイルPHSから、当社指定機種のご購入を伴うのりかえ（MNP）または番号移行にて新規契約し、同時に本キャンペーンに申し込みすること（※2）。◯当社指定機種を
新スーパーボーナス契約（3年割賦／一括）でご購入すること。◯ 「通話し放題プラン（ケータイ）」、および本キャンペーン専用3年契約に加入すること。

対象のタブレットを下取り

ソフトバンクのタブレット ソフトバンクのタブレット

下取り
対象機種

iPad Pro、iPad mini 4 以外のiPad、ThinkPad 10 for SoftBank、
NTTドコモ、auでご購入のiPad

ご購入対象機種
（指定機種）

iPad Pro、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、
iPad Retinaディスプレイモデル、iPad mini、
Galaxy Tab4、Lenovo TAB 2　▪Wi-Fi＋Cellularモデルに限ります。

【適用条件】◯当社指定機種の購入を伴うご契約。◯当社指定機種をiPad専用契約または新スーパーボーナスでご購入いただくこと。◯下取り対象機種を当社が回収させていただくこと（回収機種に破損がなく正常に動作すること）。
◯初期化されていること。さらにアクティベーションロックが解除されていること。◯下取り対象機種の査定を完了いただくこと。▪査定条件を満たさない場合でも「故障端末買取キャンペーン」をご用意しています。詳しくはウェ
ブでご確認ください。

【対象機種】

他社のガラケーからガラケーにのりかえ

他社のガラケー ソフトバンクのガラケー

▪J-9に記載の通話料および通信料は、国際サービスご利用時は異なります。詳細はJ-12、J-13をご覧ください。

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）



故障・破損・水濡れ 全損・盗難・紛失 電池消耗 メモリーデータ復旧サポート

保証期間外の故障や水濡れなどの
際に支払った修理代金（税抜）を、
月々の利用料金から割引またはソフ
トバンクカードへ一括還元※します。

全損、または盗難や紛失のあった
場合、会員価格で同一機種か指定
機種に機種変更できます。

消耗した電池を交換した場合の
代金（税抜）を、月々の利用料金
から割引またはソフトバンクカー
ドへ一括還元※します。

メモリーデータを復旧し、新たに
ご利用の携帯電話機（データ回復
用の携帯電話機）へ移行します。

水濡れ・全損保証サービス

［水濡れ・全損などのトラブル時の修理対応］

お客さま負担額 5,000円
■水濡れ修理の際、外装交換が必要となる場合があります。その場合は破損保証サービスも併せて適用させていただきます
のであらかじめご了承ください。なお、その場合のお客さまのご負担額は以下の通りになります。

水濡れ修理5,000円＋外装交換1,500円＝6,500円

日本語PRICE PLAN

J-10 表示価格は特に断りがない限り税抜です

■　オプションサービス

■ タブレットのアフターサービスとセキュリティがセットでおトク 【お申し込み】必要

あんしんセキュリティセット タブレット
割引は「あんしん保証パック」または、「あんしん保証パックプラス」と
「タブレット基本パック」をお申し込みいただいた方に適用されます※。

 あんしん保証パック
［通常500円／月］

タブレット
限定

タブレット基本パック
【お申し込み】必要
［通常500円／月］（新たにご加入で1ヵ月無料）

■ スマートセキュリティ powered by McAfee®　■ Internet SagiWall
■ 紛失ケータイ捜索サービス　■ 位置ナビ　■ 一定額ストップサービス

通常総額1,000円のサービスがセットで入ると800円に

「あんしん保証パックプラス」と「タブレット基本パック」がセットになった「あんしんセキュリティセットプラス」（月額使用料合計：950円）もお選びいただけます。

■ もしもの時に安心なアフターサービス 【お申し込み】必要

あんしん保証パック（i）プラス

あんしん保証パックプラス

【月額使用料】650円

iPhone  修理代金 80%以上割引
iPad  修理代金 95%以上割引

iPhone  電池交換代金 80%以上割引
iPad  電池交換代金 95%以上割引

iPhone
のみ対応  お客さま負担額 0円

［ケータイなんでもサポート］スマートフォンや携帯電話に関する周辺機器のあらゆる「困った」をサポートします！ [単体でもご加入いただけます【月額使用料：500円（ご加入月月額使用料：無料）】、日本語のみ対応］

[その他7つのサービス]

破損保証サービス 盗難・紛失保証サービス

故障保証サービス 

オンライン修理受付 割引サービス

電池パック無料サービス  または 内蔵型バッテリー交換修理割引サービス

ケータイなんでもサポート
［単体でもご加入いただけます【月額使用料：500円（ご加入月月額使用料：無料）】、日本語のみ対応］

メモリーデータ復旧サポート
または、同一機種か当社指定機種を会員価格で購入可能
あんしん保証パックプラス会員向けに、機種別に指定する会員価格（店舗に
より価格は異なります。）（ ）

携帯電話機の修理受付終了後は、会員価格での機種変更をご利用いただけます。修理受付終了機種など、詳細はソフトバンクホームページにてご確認ください。（日本語のみ対応）
▪ 以下のサービスをご利用いただいた方は、機種変更の有無に関わらず前回のご利用から6ヵ月間は同サービスをご利用いただけません。　○水濡れ・全損保証サービス　○盗難・紛失保証サービス　▪ 修理の対象は本体のみです。「水濡れ・
全損」の判定は当社が行います。対象外と判断した場合は、未修理状態で返却する場合があります。会員価格での機種変更に伴い、ご契約中の料金プランおよびオプションサービスの変更を伴う場合があります。▪メモリーデータ復旧サポー
トは対象機種のみ利用可能です。

▪ご入会は機種の購入（新規回線契約／機種変更）と同時にお申し込みの場合に限られます。

※ 申請後、原則翌日にチャージされます。iPadはソフトバンクカードへの一括還元を選択できません。▪国内で行われた修理に限ります。▪以下のサービスをご利用いただいた方は、機種変更の有無にかかわらずそれぞれ前回のご利用か
ら6ヵ月間は同サービスをご利用いただけません。　◯故障・破損・水濡れ・電池交換による修理代金の還元　◯全損・盗難・紛失時の会員価格での機種変更。▪割引額には機種別に定める上限額があります。割引率、上限額についての詳細は、
ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）▪携帯電話機分割支払金、AppleCare＋購入費、アクセサリ類の修理や交換料金、エクスプレス交換サービス料金、延滞料、消費税などは還元の対象となりません。

※ ご加入・ご入会条件は、各サービスに準じます。▪退会・解除する場合は、各サービスへの退会・解除のお申し出が必要です。いずれかサービスを退会・解除された場合は割引が解除となります。▪タブレット基本パックに関する注意事
項はJ-11をご確認ください。▪割引はタブレット基本パックより割引を行います。タブレット基本パックの無料特典期間中は割引の対象外です。

モバイル
データ
通信

4G
ケータイ

3G
ケータイ

4G
スマート
フォン

iPadiPhone

あなたのiPhoneを守ろう
AppleCare+ for iPhoneに加入すると、修理保証とテクニカルサポートが
iPhoneの購入日から2年間に延長されます。さらに、過失や事故による損傷に対す
る修理などのサービスを、iPhone SEまたはiPhone 6以前のモデルの場合は1回
につき7,800円、iPhone 6sまたはiPhone 6s Plusの場合は1回につき11,800円
（税抜）のサービス料で最大2回まで受けることができます※。
[特徴］▪ワンストップでのテクニカルサポート ▪Appleの専任スペシャリストへのダイレ
クトアクセス ▪ピックアップ&デリバリー修理、または持ち込み修理 ▪エクスプレス交換
サービス ▪iPhone本体、バッテリー、付属のイヤフォンとアクセサリのハードウェア製品保
証 ▪過失や事故による損傷に対する修理などのサービス（最大2回まで。iPhone SEまたは
iPhone 6以前のモデルの場合は1回につき7,800円のサービス料、iPhone 6sまたは
iPhone 6s Plusの場合は1回につき11,800円（税抜）のサービス料がかかります） ※ ▪iOS、

iCloud、Apple純正iPhoneアプリケーションのソフトウェアサポート ▪ワイヤレスネット
ワークへの接続

AppleCare+のサービスは、各管轄地域における消費者保護の法令にもとづく法的権利
に加えて提供されるものです。iPhoneを購入する際、本プランを必ず購入しなければな
らないわけではありません。AppleCare+を利用するためには、規約に同意していただ
く必要があります。詳しい規約についてはwww.apple.com/legal/sales-support /
applecare/applecareplus/docs/applecareplusjp.htmlをご覧ください。

※ 修理サービスは、iPhoneおよび付属アクセサリに材質上または製造上の瑕疵が生じた場合、またはバッテ
リーが保持する容量が本来の容量の80パーセント未満になった場合に利用できます。Appleが修理または交
換サービスで提供する交換品には、新品、または性能と信頼性の両面で新品と同等のパーツが含まれます。電
話料金がかかる場合があります。電話番号およびサポート営業時間は変更される場合があります。修理サービ
スには制限が課せられる場合があります。

★ 一部、本サービス購入月の翌月ご利用分から請求となる場合があり、請求開始から24回払いとなります。 本
サービスはお申し込み翌日からご利用可能です。
▪iPhone SEまたはiPhone 6以前のモデルの月額料は576円（総額13,824円／計24回払い）となり、サービス
料は1回につき7,800円となります。

月額料666円／月
（総額15,984円／計24回払い）★ 表示価格は税込です

AppleCare＋ for iPhone

全損

修理
不可能

盗難

修理不可能

タブレット

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）



人気サービスが
セットでおトクに！

留守番電話プラス  ［通常300円／月］

3分までの伝言を100件まで1週間、留守番
電話サービスセンターでお預かりします。

一定額ストップサービス
 ［通常100円／月］

割込通話  
［通常200円／月、対応機種のみ利用可能］

グループ通話
 ［通常200円／月、対応機種のみ利用可能］

紛失ケータイ捜索サービス

携帯電話を紛失した際などに、ソフトバンクカスタ
マーサポートでおおよその位置をお調べいたします。
▪iPhone基本パックにお申し込みの方のみ利用可能

    
  位置ナビ ［通常200円／月］［検索利用料5円／回］

あらかじめ登録したお子さまの今いる場所を検索できます。検索結果は
地図と住所が表示され、すぐに確認が可能です。

  Internet SagiWall ［通常120円／月※］

詐欺サイトやフィッシングサイトを事前に
検知して、警告画面でお知らせします。
※App内課金となります。（2015年4月末時点）

スマートセキュリティ powered by McAfee®  ［通常300円／月］

アプリからもWEBからも、脅威をシャットアウトします。

留守番電話プラス  ［通常300円／月］

3分までの伝言を100件まで
1週間、留守番電話サービス
センターでお預かりします。

安心遠隔ロック 

携帯電話を紛失した際など
に、遠隔操作で携帯電話を
ロックできます。

位置ナビ
［通常200円／月、検索利用料5円／回、対応機種のみ利用可能］

紛失ケータイ捜索サービス
▪スマートフォン基本パックにお申し込みの方のみ利用可能

一定額ストップサービス
  ［通常100円／月］

割込通話 
 ［通常200円／月、対応機種のみ利用可能］

グループ通話
 ［通常200円／月、対応機種のみ利用可能］

対応機種のみ利用可能

日本語PRICE PLAN

J-11 表示価格は特に断りがない限り税抜です

■　オプションサービス

■ 安心&便利なサービスをセットでおトクに 【お申し込み】必要

iPhone基本パック 

スマートフォン基本パック 

【月額使用料】500円 新たにご加入で
1ヵ月無料★

各基本パックへのご加入は機種の購入（新規回線契約／機種変更）、またはスマ放題、スマ放題ライトへの新規申込と同時の場合に限られます。USIM単体契約と同時にお申し込みの場合もご加入が可能です。「スマ放題」から「スマ放題ラ
イト」、「スマ放題ライト」から「スマ放題」へ変更された場合はご加入いただけません。
★携帯電話の購入時、USIM単体契約、またはスマ放題、スマ放題ライトへの新規申し込みと同時に新たにご加入の場合、1ヵ月無料でご利用いただけます。機種変更時に次のサービスから変更または継続する場合は対象外です［ケータイ基
本パック、iPhone基本パック、スマートフォン基本パック、ケータイ基本パック for 4G ケータイ、あんしんファミリーケータイ基本パック］。▪各基本パックにて提供する各種サービス・特典の提供および管理のためサービス提供会社に
利用者情報の提供を行う場合があります。▪ソフトバンク携帯電話またはタブレットの解約をされた場合、各オプションサービスは自動的に解除され、それまでに保存されていた情報は削除されます。【スマートセキュリティ powered by 
McAfee®】【Internet SagiWall】▪スマートセキュリティをご利用いただくためには、アプリをダウンロードをしていただく必要があります。【紛失ケータイ捜索サービス】▪以下の場合は、位置情報の検索ができません。○回線停止時 ○
着信規制設定時 ○海外での紛失時　▪GPSおよび基地局の電波状況により、測位精度が低くなることがあります。【位置ナビ】▪一部の機種は、被検索者には対応しておりません。▪譲渡・承継時には、譲渡・承継元のお客さまの位置ナビに
関する設定はすべて解除されます。【留守番電話プラス】▪電話番号変更された場合は、留守番電話プラスのサービスは継続されますが、保存された伝言メッセージの情報は削除されます。▪iPhone基本パックの解約を行うと、保存してい
る留守番電話メッセージが削除されます。▪ビジュアルボイスメールの受信には、パケット通信料がかかります。海外でご利用の場合、請求が高額となるおそれがありますので、データローミングの設定をOFFにすることをお勧めします。
【安心遠隔ロック】▪遠隔操作は、携帯電話、タブレットがSMSを受信可能な状況である必要があります。▪本サービスお申し込み後や登録情報の変更後は、データ反映までに数日かかる場合があります。▪安心遠隔ロックをご利用いただ
くためには、アプリをダウンロードしていただく必要があります。（スマートフォン、タブレットのみ）【一定額ストップサービス】▪ホワイトBBのホワイトコール通話料など、ソフトバンク携帯電話または、タブレットの請求とは別に請求さ
れる料金は、概算合計額に含まれません。▪通知メールが一度でも届かなかったと当社が判断した場合、予告なく配信を停止することがあります。▪通知先の携帯電話番号やメールアドレスを変更・廃止された場合、自動更新されませんの
で、必ず通知先アドレスの変更手続きをお願いします。▪設定額や通知先の変更をされても、設定タイミングによって変更前の設定でサービスが適用される場合がありますので、ご了承ください。▪譲渡された場合、指定金額や通知先など
の設定はリセットされます。また、発信停止中の場合、発信停止は解除されます。▪請求先を変更された場合、利用料金の累積はリセットされます。▪一定額ストップサービスのご利用は、お申し込み翌日より可能です。▪シンプルスタイル・
（iPad専用）プリペイドプラン、フォトビジョン、データ通信（A）定額USIMカードでは、一定額お知らせサービスにお申し込みいただけません。▪基本使用料／定額料／月額使用料などの料金は、発信停止中でもかかります。▪発信停止中
に受信したMMSはメールボックスに蓄積され、停止解除後に受信できます。▪発信停止中に一定額ストップサービスを解除された場合、発信停止は解除されます。▪一定額ストップサービスの通知を配信停止した場合、一定額お知らせメー
ルも配信停止となります。

iPhone

4G
スマート
フォン

通常総額1,300円のサービスがパックで入ると500円に

ダウンロードしたアプリやメールの添付ファイル、
micro SDカードなどから侵入するウイルスを検出
し、お客さまのスマートフォンを守ります。

詐欺サイトやフィッシングサイトを
事前に検知して、警告画面でお知ら
せします。

Internet SagiWall

対応機種のみ利用可能

基本パックオリジナル

基本パックオリジナル 基本パックオリジナル

STOP
録音

録音

STOP
録音

録音

通常総額1,120円のサービスがパックで入ると500円に

▪各基本パックのみ解除された場合、S!メール（MMS）どこでもアクセスと待ちうた®の月額
使用料が発生いたします。▪待ちうた®はVoLTEサービスとの併用はできません。

以下のサービスと各基本パックのいずれかにセットでご加入いただくと、各サービスの月額使用料が無料になります。
■ 待ちうた®：月額使用料100円→無料

パソコンでS!メール／MMSの送受信ができる！ 無料月額使用料 300円

■ S!メール（MMS）どこでもアクセス

Internet
SagiWall

My SoftBankなどから
遠隔操作！

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）



日本語PRICE PLAN

J-12 国際サービス料金は特に断りがない限り課税対象外です

■　国際サービス

【お申し込み】不要
【S!ベーシックパックへの加入】必要

海外パケットし放題
世界中でS!メール（MMS）もウェブも楽しめる

日本人の渡航先の99%以上※をカバー！ いつもお使いのソフトバンク携帯電話を世界各国で使用できます。

いつものケータイを海外で使う （世界対応ケータイ） 【月額使用料】 無料
【世界対応ケータイへの加入】必要

■ 対応エリア

■ 料金 渡航先の現地時間ではなく、日本時間（0：00 ～ 23:59）の1日を基準に課金されます。

ご利用バイト数（最大） 海外パケットし放題
iPhone、iPad、スマートフォン、4G ケータイ 適用前 適用後

 25MBまで 0円～51,199円 0円～1,980円／日

 25MB以上 51,200円～ 2,980円／日

iPad 3G
ケータイ

4G
ケータイ タブレットiPhone

4G
スマート
フォン

▪世界対応ケータイサービス非対応の機種の場合、USIMカードを世界対応ケータイ対応機種へ差し替えることで海外でも日本国内でご利用の電話番号とメールアドレスがご利用いただけます（iPhoneを除く）。

※1 世界対応ケータイのご利用が可能な国と地域において最も低額の料金を掲載しています。※2 LTEでのご利用分は4円／1KBとなります。▪上記のS!メール（MMS）送信・読出料／ウェブ通信料はアメリカ／ハワイ／中国などの場合で
す。▪PCサイトブラウザ（PCメール含む）を含む。

機内ケータイ

船内ケータイ

送信料 100円／通
（一律）

受信料 無料

iPhone、iPad
スマートフォン、4G ケータイ（ウェブ）、タブレット 2円／1KB※2

3G ケータイ
［S!メール（MMS）・ウェブ］／
iPhone、iPad、スマートフォン、4G ケータイ
［S!メール（MMS）］

10KBまで 100円

超過分 5円／1KB

■ 渡航先でのメール・ウェブ通信料■ 渡航先での通話料・通信料の目安※1（一例）
◯ SMS通信料 ◯ S!メール（MMS）送信・読出料／ウェブ通信料台湾から日本へかけた場合

発信者 175円／分

台湾 日本

着信者 無料

ご利用可能な国と地域を示したイメージ図であり、サービスエリアとは異なります。

※ 世界対応ケータイ（GSMと3Gの両方のネットワークがご利用になれる携帯電話）の場合。▪世界対応ケータイ（3Gエリア専用）は、アメリカ・カナダなどでご利用いただけません。

■ LTE国際ローミング
アメリカ放題や海外パケットし
放題でも超高速通信が可能に！

海外でも
超高速
通信

66の国・地域で
利用可能！

▪ご利用可能な国と地域は2016年5月31日現在の情報に基づくものです。

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

■ 定額対象サービス※3

S!メール（MMS）、
ウェブなどのすべての
パケット通信

お申し込み不要、
定額事業者に接続するだけ！

海外でのご利用分、ソフトバンク国際電話・国際メールは国内の料金プランおよび無料通信・各種定額（パケットし放題などの定額サービスを含む）・割引サービス（月月割を除く）の対象外となります
（アメリカ放題適用時を除く）。

※1 3G ケータイでウェブ通信（3G）をご利用の場合：最大386KB、LTE対応機種でウェブ通信（LTE）をご利用の場合：495KB　※2 3G ケータイでウェブ通信（3G）をご利用の場合：最大10MB、 LTE対応機種でウェブ通信（LTE）をご利用
の場合：12.5MB  ※3 SMS、TVコール、データカードによる通信および、パソコンなどに携帯電話をUSBで接続するモバイルデータ通信（アクセスインターネット）を除く。

2,980円／日

1,980円／日

（ご利用データ量）

（定額料）

25MB※2990KB※1

1,980円／日

定額料上限 2,980円／日＜ウェブ通信（3G）をご利用の場合＞

イギリス
United

Kingdom

イタリア
Italy

スペイン
Spain

ドイツ
Germany

サウジ
アラビア

Saudi Arabia

エジプト
Egypt

カザフスタン
Kazakhstan

フィリピン
Philippines

シンガポール
Singapore インドネシア

Indonesia

ハワイ
Hawaii

オーストラリア
Australia

ロシア
Russia

中国
China

タイ
Thailand

インド
India

南アフリカ
South Africa

韓国
South Korea

カナダ
Canada

アメリカ
U. S. A

メキシコ
Mexico

ブラジル
Brazil

ニュージーランド
New Zealand

フランス
France



日本語PRICE PLAN

J-13 国際サービス料金は特に断りがない限り課税対象外です

■　国際サービス

［サービス利用料］980円／月 ➡ 今なら無料!
［お申し込み］サービス開始記念キャンペーン期間中は不要★

［ご利用可能エリア］アメリカ本土、ハワイ、プエルトリコ、
バージン諸島（アメリカ領）※1

アメリカ放題
スプリントネットワークでのアメリカ国内・日本宛の通話・メールが無料！

■ 渡航先での通話料・通信料

対応機種：iPhone 6以降のiPhone／ iPad Air 2以降のiPad

※2

【渡航先での通話料・通信料について】▪以下の場合は通話料、通信料が発生いたします。◯海外での着信・応答（着信料金が必要）　◯iPhoneでのSMS送信（70文字を超える場合、134文字までは2通分、それ以降は67文字ごとに1通分の通
信料がかかります） ▪海外でコンテンツをダウンロードした場合、通信料が高額となりますのでご注意ください。▪相手につながらない際も、海外の通信事業者の事情などによっては通話料が発生する場合があります。▪海外からウェブ
をご利用の場合、海外ネットワークの状況によりダウンロードやストリーミング再生が正常に行えない場合があります。▪機種によってS!メール（MMS）を自動で「全文受信」するよう初期設定されているものがあります。通信料が高額と
なることがありますので、必要なメールのみ続きを受信する「手動受信」へ設定の変更をお願いいたします。iPhoneのMMSは自動で全文受信を行います。通信料が高額となることがありますので、「MMSメッセージ」の設定変更（オン／オフ）
をお願いします。

★ サービス開始記念キャンペーン終了後は、お申し込みが必要です。※1 アラスカ州・モンタナ州・グアム・サイパンなど一部地域を除きます。※2 スプリントネットワーク以外でのご利用は、世界対応ケータイの通話料／通信料がかかり
ます。「Sprint」に接続していることをご確認のうえ、ご利用ください。▪スプリントには、［キャリア］が［自動］の場合にのみ接続されます。ネットワークの状況等により、スプリントに接続できない場合があります。▪アプリケーション
等が自動的に通信を行い、意図しない通信料が発生する場合があります。データ通信を利用しない場合は［モバイルデータ通信］をオフにしてください。▪日本とアメリカ以外の国宛の通話は対象外です。▪記載内容は2016年5月30日現
在のものです。▪キャンペーン終了時期はソフトバンクホームページにてお知らせします。またキャンペーンの内容を予告なく変更する場合がありますので、最新の情報はソフトバンクホームページをご確認ください（日本語のみ対応）。

その他の国

日本

アメリカへ渡航中にスプリ
ントネットワークで対応機
種をご利用のお客さま

アメリカ

アメリカ

通話・
メール有料

通話・
メール無料※2通話・

メール無料※2

通話・
メール無料※2

アメリカへ渡航中の日本各社の
携帯電話をご利用のお客さま

日本各社の携帯電話／固定電話をご
利用のお客さま

日本とアメリカ以外の国や地域の携帯
電話／固定電話をご利用のお客さま

アメリカの携帯電話／固定電話
をご利用のお客さま

日本から海外へかける･送る

【国際メールについて】※ 海外通信事業者契約の携帯電話と送受信する場合に適用となります。受信には、日本国内と同様の通信料がかかります。▪海外で国際S!メールをご利用の場合は、S!メール（MMS）／ウェブ通信
料と一律100円の送信料がかかります。▪送信先の携帯電話事業者または機種により、送信できる容量が異なります。相手先に国際SMS・国際S!メールが届かない際にも料金が発生する場合があります。▪国際S!メールを
Wi-Fi環境からご利用の場合、国内在圏の送信料がかかります。▪ソフトバンク国際電話、国際メールをご利用の際は、ご利用金額をお知らせする「一定額お知らせメール」の設定、もしくは、ご利用金額が一定額を超過した場
合に発信を停止する「一定額ストップサービス」へのご加入をお願いします。

［月額使用料］無料
［お申し込み］不要

国際SMS
（最大140B）

100円／通

■ 国際メール※（SMS／ S!メール）送信料　▪国内からの送信料です。

国際S!メール（最大300KB）
～1.5KB ～10KB ～30KB ～100KB ～300KB

103円 108円 135円 300円 400円

■ 国際電話の通話料

日本からアメリカの携帯電話・固定電話への発
信は、「アメリカ放題」の対象ではありません。

日本からアメリカの携帯電話・固定電話にかけた場合 日本からアメリカ滞在中の日本のキャリアの携帯電話にかけた場合

発信者 39円／30秒

日本

発信者 国内通話と同料金

日本 アメリカアメリカ本土

 国際電話・国際メール

海外でのご利用分、ソフトバンク国際電話・国際メールは国内の料金プランおよび無料通信・各種定額（パケットし放題などの定額サービスを含む）・割引サービス（月月割を除く）の対象外となります
（アメリカ放題適用時を除く）。

▪ご利用可能な国と地域は2016年5月30日現在の情報に基づくものです。

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）
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■　ご利用にあたって

携帯電話の不正契約防止の取り組み

ご利用にあたって 携帯電話はマナーを守って快適に 電源 OFF時には、留守番電話サービスなどが便利です

▪車両の運転中は、交通事故の原因となりますので携帯電話を使用しないでください。▪病院、研究所など携帯電話の使用が禁止されている場所では、医療機器などに影響をおよぼす場合がありますので電源をお切りください。
▪混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。▪電車の中では、周りの方のご迷惑にならないよう、ご注意ください。新幹線の中ではデッキなど迷惑にならない場所まで移動して使用してください。▪レストランなど
の静かな場所では、声の大きさに注意しましょう。

携帯電話、PHS事業者間でのお客さま情報の交換について

個人情報の利用に関する規定

ご注意！  ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください

心臓ペースメーカなどをご使用の方へ

契約解除後に料金未払いのあるお客さま、迷惑メールなど送信行為により、利用停止措置を受けたお客さま、警察要望に基づく本人確認に応じていただけず、利用停止措置を受けたお客さまの情報を携帯電話、PHS事業者間で交換します。
その情報は契約お申し込み受付時の加入審査に利用しますので、状況によってお申し込みをお受けできないことがあります。

ソフトバンク株式会社（以下、「当社」といいます。）は、「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」を踏まえ、当社が収集し利用するすべての個人情報をその対象として、個人情報の利用・取り扱いに関する指針（以下、「プライバ
シーポリシー」といいます。）を定め、公開しております。当社は、このプライバシーポリシーを遵守すると共に、お客さまの情報をはじめとするすべての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言致します。詳細につきましては、
ソフトバンク携帯電話（日本語のみ対応）やソフトバンクホームページ（www.softbank.jp/en/corp/group/sbm/privacy/）からご覧いただけます（英語のみ対応）。

ご利用にあたってのご注意　▪水、汗、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所での使用や、設置はしないでください。故障、火災、感電などの原因となることがあります。以下の場合は水濡れ故障の原因となることがありますのでご
注意ください。・ポケットに入れて汗で濡れた場合。・濡れた手で操作した場合。・雨の中で操作した場合。・湿ったものと一緒にバッグに入れた場合。・濡れたテーブルに置いた場合。・濡れる可能性が高い所で使用した場合（レジャー・入浴
など）。 ・トイレに落とした場合。・水たまり、川などに落とした場合。・洗濯機に入れた場合。・お風呂に落とした場合。▪ソフトバンク携帯電話は電波を利用しているため、サービスエリア内であっても電波の届かない所（トンネル・地下・
山間部など）では発着信できません。また屋内・ビル陰・窪地やカバンの中など電波状況の悪い所では発着信できないことがあります。通話中にこのような場所へ移動しますと、途中で通話が途切れることがありますので、あらかじめご了
承ください。▪ソフトバンク携帯電話はデジタル方式の特性として、電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中、この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることもあります。あらかじめご了承くだ
さい。▪ソフトバンク携帯電話は高い秘話性を有しておりますが、電波を利用している関係上、盗聴される可能性がまったくないとはいえません。十分留意してご使用下さい。▪補聴器とソフトバンク携帯電話を同時にご使用になると、
雑音が入る場合があります。▪ソフトバンク携帯電話をご家庭のテレビ、ラジオ、電話機の近くやカーオーディオの近くでお使いになると、影響（ノイズ）を与えることがありますのでご注意ください。▪お客さまのご都合により解約され
た場合、契約事務手数料やお買い上げ品代金等は、お返しできません。▪商品の故障、誤動作、または電池切れなどの外部要因により、通話などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的補償については、当社は一切その責
任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。▪お客さまご自身でソフトバンク携帯電話、USIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださいますようお願いします。万が一、登録された情報内容が消
失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。〈携帯電話機の取扱について〉▪携帯電話機や電池パックをカバンの中などに入れて携帯される場合、一緒に鍵・ライター・ネックレスなどの
金属物を入れるとバッテリーの端子に接触してショートし、バッテリーが壊れたり金属物が高温になることがあり非常に危険です。携帯される時は専用ケースに入れるか、金属物と一緒に入れないなど十分ご注意ください。▪分解や改造
はしないでください。発熱・発火・破損の原因となります。▪専用の電池パックや充電器などのオプション品を使用してください。指定のオプション品以外を使用すると、発熱・発火や故障の原因となります。▪故障したら使用を止め、す
ぐ修理にお出しください。▪携帯電話機使用中または充電中に、煙が出たり異臭がした場合はただちに使用を中止し、当社紛失・故障受付までご連絡ください。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカなどの装着部位から22cm以上離して携行・使用してください。自動電源ON／ OFF機能のある機種については、特にご注意ください。

取り組み 1

取り組み 2

警察機関と連携し、本人確認を強化しています。

携帯電話機／データ通信端末の3G通信サービス／4G LTE／4G通信サービスの利用制限を行う場合があります。

①本人確認書類原本による審査…

偽造書類等を利用して不正契約された携帯電話機／データ通信端末が「振り込め詐欺」等の犯罪に利用されることを防止するため、以下の項目に
該当する携帯電話機／データ通信端末を用いた3G通信サービス／4G LTE／4G通信サービスの利用を制限する場合があります。

1.窃盗（盗難）や詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為（携帯電話不正利用防止法違反、文書偽造等）により不正に取得された場合
　　　正規取扱店以外で購入された携帯電話機／データ通信端末には、不正に取得されたものが含まれていることがあり、利用制限の対象となる場合がありますのでご注意ください。

2.申込書の記入内容（氏名・住居・生年月日等）に虚偽の事項が含まれている場合
3.契約申込書に記入された連絡先に対し当社からの請求書等の郵便物が届かない場合
4.代金債務（立替払による分割支払金債務を含む）の履行がなされていない、またはその恐れが高い場合

②警察機関などへの情報提供……
契約にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。
より確実な本人確認を行うため、契約受付時に提示された運転免許証などの記載内容について確認が必要な場合、それらの情報を警察機関などに
提供させていただく場合があります。

▪契約者本人確認書類を偽造・改ざんしたり、これらの書類を携帯電話の申し込みに使用することや、他人の名義で勝手に申し込みをした場合は、文書偽造罪（刑法第 155条）や詐欺罪（刑
法第 246条）に触れる行為となります。▪携帯電話申込時の本人特定事項（氏名・住居・生年月日）の虚偽申告や、自己名義携帯電話の無断譲渡、他人名義携帯電話の譲渡・譲受は、携帯電
話不正利用防止法に違反する行為となります。

ソフトバンク株式会社・
警察庁・都道府県警察

ウェブサイトで、ネットワーク利用制限
携帯電話機を確認できます。（日本語のみ対応）
【ネットワーク利用制限携帯電話機の確認】

www.softbank.jp/mobile/support/3g/restriction/
3G ケータイから＞
http://mg.mb.softbank.jp/support/confirm.html

アクセス

契約変更および機種変更時の手数料について
契約変更（3Gと4G  LTE／4Gとの変更）および機種変更（同一世代内での変更）をされる場合、下記の費用が必要となります（ご利用料金と合算請求させていただきます）。
■ 契約変更手数料／機種変更手数料：3,000円

「ユニバーサルサービス料」について
ユニバーサルサービス制度の開始に伴い、ソフトバンク携帯電話をご利用いただいているお客さまに、「ユニバーサルサービス料」の負担をお願いしています。
▪ユニバーサルサービス制度とは、NTT東日本・西日本が提供しているユニバーサルサービス（加入電話、公衆電話、緊急通報などの国民生活に不可欠な電話サービス）を全国どの世帯でも公平で安定的に利用できる環境を確保す
るために必要な費用を、電話会社全体で応分に負担する制度のことをいいます。▪電話会社が負担する1電話番号当たりの負担額（番号単価）は、ユニバーサルサービス支援機関である社団法人電気通信事業者協会によって、半年
に1回料金の見直しが行われるため、その内容に応じてお客さまにお支払いいただく料金が変更される場合があります。なお、ユニバーサルサービス制度について、詳細は、社団法人電気通信事業者協会のホームページ（www.tca.
or.jp）または音声・FAX案内（03-3539-4830：24時間受付、電話番号はお間違いのないようおかけください。）にてご確認ください。（日本語のみ対応）
※  ユニバーサルサービス料の詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

＜番号ポータビリティ（MNP）ご利用時の注意点＞▪現在契約している携帯電話会社が発行したメールアドレスは引継ぎできません。▪現在契約している携帯電話会社が提供しているサービス（料金プラン・割引サービスなど）
は解約とともに終了となります。▪コンテンツプロバイダが提供しているコンテンツや電子マネーなどは引継ぎできない場合があります。▪年間契約などの割引サービスを契約している場合は、解約に伴い、別途費用が発生
する場合があります。▪変更後の携帯電話会社から発売されている携帯電話機が必要となります。▪お客さまの契約状態などによっては、電話や携帯Webでの予約ができない場合があります（番号ポータビリティ（MNP）予
約の条件は各社の規定によります）。▪MNP転出には、3,000円のMNP転出手数料が必要となります［携帯電話のご購入を伴わないご契約、シンプルスタイル、スマート一括契約、みまもりケータイの契約にて新規で加入の場合、
契約後翌々請求月末（シンプルスタイルは契約後翌々月末）までのMNP転出については5,000円］。

他社ケータイをお使いなら、電話番号そのままでソフトバンクに乗り換えよう。番号ポータビリティ（MNP）受付中

番号ポータビリティ（MNP）に
関するお問い合わせはこちら

番号ポータビリティ（MNP）お問い合わせ窓口（受付時間9：00～20：00／日本語のみ対応）
■ソフトバンク携帯電話から……   5533  　 ■一般電話から……　 0800-100-5533（無料）　▪電話番号はお間違いのないようおかけください。

「MNP予約番号」を持って、ソフトバンクショップ、ソフトバンク取扱店、ソフトバンクオンラインショップへ。
お申し込みの際に必要なものは、J-16の「お申し込みの際にご用意いただくもの」欄をご参照ください。

現在契約している携帯電話会社に番号ポータビリティ（MNP）を申し込む。
今お使いのケータイ会社の番号ポータビリティ（MNP）予約窓口にご連絡いただき、「MNP予約番号」をお受け取りください。

STEP1

STEP2

記載のサービス内容の詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）
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■　ご利用上の注意

ご利用制限について　

▪TM and © 2015 Apple Inc. All rights reserved. ▪Apple、Appleのロゴ、iPad、iPhone、lightning、iTunesは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。▪iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき
使用されています。▪App Store、AppleCare、iCloudは、Apple Inc.のサービスマークです。▪「AQUOS/アクオス」および「AQUOS」ロゴ、「AQUOS CRYSTAL」および「AQUOS CRYSTAL」ロゴは、シャープ株式会社の登録商標です。
▪Google および Google ロゴ、Android および Android ロゴ、Google Play（旧 Android マーケット）および Google Play ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。▪Intel、インテル、Intel Atom は、米国およびその他の国に
おける Intel Corporation の商標です。▪Intel と Intel および McAfee のロゴは、米国およびその他の国における Intel Corporation またはMcAfeeの商標です。▪「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の
登録商標または商標です。▪Internet SagiWall は、BBソフトサービス株式会社の商標または登録商標です。▪Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。▪PC
サイトダイレクト、PCサイトブラウザ、PCメール、S!アプリ、S!ベーシックパック、S!メール、TVコール、ULTRA SPEED、スマ放題、Wホワイト、安心遠隔ロック、あんしん保証パック、位置ナビ、かんたん携帯、機内ケータイ、ケータイ基本パッ
ク、ケータイWi-Fi、スーパーボーナス、スマート一括、月月割、ハートフレンド、ホワイト家族、ホワイトプラン、みまもりカメラ、みまもりケータイ、アメリカ放題、あんしんファミリーケータイ、Pocket WiFi、SoftBank 光、SoftBank Air、
Yahoo! BBサービス、SoftBank ブロードバンドサービスは、ソフトバンク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グループ株式会社の登録商標
または商標です。▪その他、本書に記載されている商品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

2010年12月1日より、一定期間内に高額または高頻度のコンテンツ情報料課金が発生した場合には、3G通信サービスまたは4G LTE／4G通信サービスの利用または新規コンテンツ購入を制限させていただくことがあります。

対　象 説　明

VoIP（Voice over Internet Protocol）を利用する通信 音声通話やテレビ電話などをパケット信号に変換し、データ通信にて実現するサービス

動画、画像などの一部 MPEG、AVI、MOV形式などの動画ファイル、BMP、JPEG、GIF形式などの画像ファイル

大量のデータ通信、または長時間接続を伴うパケット通信 動画閲覧、高画質画像閲覧、長時間接続を伴うサイト、アプリなど

【定額の対象外となる通信】▪一部機種（705NKなど）の機能を利用した場合　▪パソコンなどに携帯電話をUSBケーブルなどで接続した場合　▪アクセスインターネットでのパケット通信　▪ソフトバンクコネクトカー
ドを利用するモバイルデータ通信　▪海外でのご利用分（アメリカ放題適用時を除く）　▪国際SMS　▪国際S!メール（MMS）　▪SMS　▪通話　▪TVコール通信

▪パケット通信料が高額になる可能性があることを月途中でお客さまにご確認いただくため、当社の定めた金額を超えた場合にお知らせメール（SMS）をお送りいたします。

パケット定額サービスをご利用の場合でも、定額の対象外となる通信がありますのでご注意ください。

ご利用の際に制御することがあるコンテンツ・サービス

■ 4G／4G LTEのパケット定額サービス・料金プランでの通信制御実施条件

■ 3G パケット定額サービス・料金プランでの通信制御実施条件

▪上記コンテンツ・サービスなどをご利用の際、通信速度の制御や各種ファイルの最適化を行う場合があります（最適化されたデータの復元はできない場合があります）。なお、通信の切断は行いません。▪その他パケット通信時
に、最適化したファイルを機種側で復元できるなど、お客さまの通信に影響がない場合には、各種ファイルの最適化を行う場合があります。▪パケット通信時に、コンテンツ上に表示されない部分のデータなどにつきましては、通
常の視聴・閲覧に影響のない範囲でダウンロードの際に省略する場合があります。なお、省略されたデータは復元できません。▪パケット通信以外の通信（ソフトバンクが提供する音声通話やTVコール、Wi-Fi通信など）は制御対
象となりません。

▪本内容は予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

1. 通信品質およびネットワーク利用の公平性確保のために、パケット定額サービスに加入し一定期間に大量の通信をご利用される一部のお客さまに対して、通信速度の
制御を実施する場合があります。なお、通信の切断は行いません。

2.  お客さまへよりよいネットワーク品質を提供するため通信毎にトラヒック情報の収集、分析、蓄積を行います。また、以下の通信において、通信の制御を行う場合
があります。

料金プラン パケット通信量 制御期間

パケットし放題フラット for 4G LTE※1、4Gデータし放題フラット、
4Gデータし放題フラット＋※2、法人データ通信プランフラット（4G）

直近3日間（当日は含まない）のデータ通信量が1GB以上 当日午前6時から翌日午前6時まで

料金プラン パケット通信量 制御期間

データ定額パック（3G スマホ） 直近3日間 （当日は含まない） のデータ通信量が約1GB以上 当日午前6時から翌日午前6時まで

データ定額パック（3G ケータイ）、パケットし放題、パケットし放題S 前々月の月間データ通信量が約366MB以上

当月1ヵ月間PCサイトブラウザ（PCメールを含む）、PCサイトダイレクト（Xシリーズ専用） 前々月の月間データ通信量が約1.2GB以上

パケットし放題フラット、パケットし放題フラット for スマートフォン、シンプルスタイル 
専用パケット定額サービス（2日プラン／7日プラン／30日プラン）、その他各種パケット定額
サービス

前々月の月間データ通信量が約1.2GB以上

データし放題、データし放題 for ULTRA SPEED、データし放題フラット for ULTRA SPEED
データし放題メイン回線：前々月の月間データ通信量が約3.6GB以上 当月1ヵ月間

データし放題サブ回線：24時間ごとのデータ通信量が約366MB以上 当日午後9時から翌日午前2時まで

※1 2013年9月19日までにiPhone 5を購入し、4G LTE定額プログラム（7GBを超えた場合の通信速度制限なし）をご利用いただいている方が対象です。また、当該回線がテザリングオプション解除後に通信速度制限なしでご利
用いただいている場合も対象です。※2 ご利用データ量はメイン回線とサブ回線を合算してカウントします。なお、メイン回線・サブ回線は自動選択されます。どちらの回線をご利用中かは端末ディスプレイにてご確認いただ
けます。▪上記内容および対象のパケット定額サービス・料金プランは変更される場合があります。▪スマ放題データシェア子回線（3G）の実施条件は直近3日間 （当日は含まない） のデータ通信量が約1GB以上となります。た
だし、3G ケータイのデータシェア親回線および子回線の実施条件は前々月の月間データ通信量が約366MB以上となります。【法人データ通信プランフラット（4G）、法人データ通信プランフラット（4G／ LTE）、法人データプラ
ンおよびモバイルデータ通信用プランサブエリア以外の場合】オンライン料金案内、または書面での請求書にてご確認いただけます。該当月の請求書の「通信料 パケット」欄の内訳に記載されているパケット数の合計（ただし、
「ケータイWi-Fi」のパケット数を除く）が、各パケット定額サービスごとに上記のパケット数以上の方が対象となる場合があります。【法人データ通信プランフラット（4G）、法人データ通信プランフラット（4G／ LTE）、法人デー
タプランおよびモバイルデータ通信用プランサブエリアの場合】次の目安をご参考ください。動画閲覧（1024Kbps、5分）の場合およそ30万パケット（38MB）、音楽データ（128Kbps、4分）の場合およそ3万パケット（約3.8MB） 
【シンプルスタイル専用パケット定額サービス】▪3G通信サービスの利用を前提とします。▪月間とは、パケット定額サービスの各プランの申し込み時期に関わらず、暦月の1日～月末までをさします。▪月間パケット通信量は、
プランの種別に関わらず、月間の累積パケット数となります。▪実施期間の前月月初に通信制御対象のお客さまに対し、SMSにてお知らせいたします。

記載のサービス内容の詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）
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▪コピーさせていただいた書類については、ご契約者ご本人であることの確認目的以外には使用いたしません（ただし、法人のご契約者については上記表をご参照ください）。▪ご契約の際、預託金［1契約につき10万円（課税対象外）以
内・無利子］をお預かりする場合があります。なお、ご契約の解除により預託金を返還させていただく際、お支払いいただく料金がある場合は、それに充当させていただきます。▪お申し込み内容により、表記以外、もしくは表記内で複数
の証明書類をご用意いただく場合があります。あらかじめご了承ください。▪いただいた証明書類について、発行元に内容の確認をとらせていただく場合があります。▪契約申込書のご記入内容（氏名、住所、連絡先等）に虚偽の記入が
あった場合、または契約申込書のご記入内容の不備等により当社からの請求書等の郵便物が届かない場合は、ご利用の停止およびご契約の解除をさせていただく場合があります。▪ご記入いただいた連絡先、もしくはご契約先に、ご確
認の連絡をとらせていただく場合があります。▪お申し込みから口座振替手続き完了まで、約1～ 2ヵ月かかります。その間はお手数ですが、請求書添付の振込用紙にて、請求書裏面記載の金融機関またはコンビニエンスストア、郵便局
の窓口でお支払いください。▪当社では、窃盗（盗難）や詐欺などの犯罪行為その他法令に違反する行為（携帯電話不正利用防止法違反、文書偽造など）により不正に取得された携帯電話機／データ通信端末、または代金債務（立替払によ
る分割支払金債務を含む）の履行がなされていない若しくはそのおそれが高い携帯電話機／データ通信端末を用いた3G通信サービス／4G LTE／4G通信サービスの利用を制限させていただくことがあります。▪審査内容により、3G
通信サービス契約／4G LTE／4G通信サービス契約／衛星電話および割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約をお受けできない場合がございます。▪割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約は3G通信サービス契約／
4G LTE／4G通信サービス契約／衛星電話、1携帯電話番号あたり3契約までに限ります。なお、割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約が3契約未満であっても審査内容により新たな割賦購入契約または個別信用購入あっせん
契約のお申し込みをお受けできない場合がございます。▪使用者の情報を確認するため、任意で使用者情報（氏名、性別、生年月日）を提供いただきますようご協力お願いいたします。▪表記内容は2016年5月31日現在のものです。内容
については変更する場合があります。

■ 新規加入の際には、月々のご利用料金のお支払い方法にあわせて、下記のいずれかをご用意ください。

■ 下記いずれかのご契約者確認書類もあわせてご用意ください。 必ず実物をご持参ください。あらかじめコピーされているものはお申し込み受付できません。

◎お申し込みの際にご用意いただくもの
■ 新規加入時には下記の費用が必要となります。

［ 2006年4月1日に携帯電話不正利用防止法が本格施行されました。］
▪2006年4月1日に本格施行した「携帯電話不正利用防止法※」により、携帯電話事業者は、新規契約および
譲渡承継手続きの際に、本人確認を行うことが義務となりました。▪新規契約および譲渡承継手続きの際に
は下記の本人確認書類の原本をご用意ください。▪下記の本人確認書類の原本をもって、本人確認をさせて
いただきます。▪譲渡承継手続きを行う場合には、当社（ご加入の携帯音声通信事業者）の承認が必要となり
ます。▪ご加入の携帯音声通信事業者の承認のない譲渡承継手続きは、「携帯電話不正利用防止法」で禁止さ
れており、罰則が適用されます。
※「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」

契約事務手数料※（新規加入）
3,000円

携帯電話標準セットの
お買い上げ代金

※ ご利用料金に合算請求させていただきます。

携帯電話機を割賦契約されたお客さまにおきまして、指定／個人信用情報機関にお支払い状況を登録いたします（滞納情報も含む）。詳細は、ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご確認ください。（日本語のみ対応）
▪信用情報機関に支払遅延情報等がある場合、他のクレジット契約ができないことがあります。また、支払遅延情報は、完済後も 5年間は信用情報機関に記録が残り、他の加盟会員が審査のため利用できます。【支払名義人がご
契約者と異なる場合のご注意　※ご契約者／お支払者ともにご確認ください。】▪信用情報機関への照会・登録の対象は、支払名義人ではなく、ご契約者の情報です。ご契約者が未成年で支払名義人の親権者が滞納された場合も、
未成年のご契約者の滞納として扱われます。▪回線契約解約後も電話料金とは別に割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約（個品割賦購入あっせん契約）に基づく月々の割賦代金の支払いは発生いたします。

割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約（個品割賦購入あっせん契約）をお申し込みされたお客さまへ

クレジットカードご利用の方
［ご利用可能なクレジットカード］

口座引き落としの方（預金口座振替、ゆうちょ銀行払込）
［ご用意いただくもの］ 契約者ご本人名義のキャッシュカード、もしくは預金通帳・金融機関届出印

※ 一部の店舗、一部の金融機関ではキャッシュカードのみで口座振替手続きができない場合があります。キャッシュカードのみ
でお手続きする場合は、キャッシュカード名義人ご本人に来店いただき、暗証番号を入力いただきます。法人口座はキャッシュ
カードのみでのお手続きはできません。キャッシュカードのみでお手続きいただける金融機関など、詳しくはソフトバンクホー
ムページ（www.softbank.jp）にてご確認ください。（日本語のみ対応）

▪上記いずれかのマークがついているクレジットカードをご利用いただけます。
ご利用にあたっては、クレジットカードの名義人ご本人の来店が必要です。

CASH CARD
00000-XXXX-0000-XXXX

キャッシュカードのみで、即日
口座振替手続きができます。※

口座振替手続き完了までに
約1～2ヵ月かかります。

キャッシュカード 預金通帳 + 金融機関届出印
または

or

VISA MasterCard JCB
AMERICAN

EXPRESSDiners Club

運転免許証 ▪都道府県公安委員会発行で有効期限内のもの。お申し込みの住所・氏名・生年月日が一致していること。（国際免許は除く）なお、お申し込みの住所と相違
する場合、㋐または㋑または㋒のいずれかが必要です。（氏名が運転免許証と一致していること）C

▪健康保険証は有効期限内のもので、お申し込みの住所・氏名・生年月日が一致していること。▪住民票記載事項証明書／公共料金領収書（電気・都市ガス・水道）／官公庁発行の印刷物は、発行日から3ヵ月以内のも
ので、印字されているもの。お申し込みの住所・氏名が一致していること。▪官公庁発行の印刷物は発行元である官公庁の印字があり、お申し込みの住所・氏名が印字されていること。▪シンプルスタイルは除く。

▪親権者同意書は必ず親権者ご自身のご記入、ご捺印をお願いします。▪12歳未満の方のお申し込みは受付できません。▪未成年の方のご契約の際は、原則親権者の同伴が必要です。▪原則12歳～16歳未満の
方で、割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約をお申し込みの場合、親権者名義の口座もしくはクレジットカードでのお支払いが必要です。

親権者の本人確認書類（ A B C D E F G  のいずれか。但し㋐、㋑、㋒は不要）A B C D E F G  のいずれかの本人確認書類 当社所定の
親権者同意書

A B C D E F G  のいずれか A B C D E F G  のいずれか代表ご契約者の本人確認書類

▪すでにご加入済の家族向け割引サービスに追加する場合は、家族向け割引サービスグループに属しているいずれかのご契約者の登録情報と照合いたします。▪同姓・異住所の場合は遠隔地保険証が必要です 
（家族向け割引サービスグループに属しているいずれかのご契約者が同一保険証に記載されていること）。▪当社基準により家族向け割引サービスにはご加入できない場合があります。▪その他、「住民票記載事
項証明書」や「同性とのパートナーシップを証明する書類」で家族関係が確認できる場合も受付いたします。

○家族向け割引サービスグループに属しているいずれかのご契約者と同住所が確認できること。

家族向け割引サービス加入者の本人確認書類

日本国パスポート ▪有効期限内のもので、お申し込みの住所・氏名・生年月日が一致していること。なお、お申し込みの住所と相違する場合、㋐または㋑または㋒のいずれか
が必要です。（氏名が日本国パスポートと一致していること）D

個人番号カード
（マイナンバーカード）

▪有効期限内のもので、お申し込みの住所・氏名・生年月日が一致していること。なお、お申し込みの住所と相違する場合、㋐または㋑または㋒のいずれかが
必要です。（氏名が個人番号カードと一致していること） ▪マイナンバーの通知カードは本人確認書類として受付できません。（補助書類としても受付不可）E

健康保険証 住民票記載事項証明書 公共料金領収書 またはまたは 官公庁発行の印刷物㋐ ㋑ ㋒F

▪発行日の記載があること、もしくは有効期限の記載があるものについては有効期限内であること。▪顔写真・住所・氏名・生年月日が記載され、お申し込
みの住所・氏名・生年月日と一致していること。なお、お申し込みの住所と相違する場合、㋐または㋑または㋒のいずれかが必要です。（氏名が身体障がい者
手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳と一致していること）

身体障がい者手帳 または 療育手帳 または
精神障がい者保健福祉手帳G

▪有効期限内のもの。▪現住所の記載があるもの。（記載住所が相違もしくは住所記載がない場合は補助書類が必要です）特別永住者証明書B

▪在留期限が割賦契約期間に満たない場合は、割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約ができません。▪在留期限が当社基準に満たない場合は、新
スーパーボーナス契約／スマート一括契約ができません。▪在留資格が「資格なし」の方はお申し込みできません。▪外国パスポートは有効期限内のもの
でお申し込みの氏名・生年月日が一致していること。▪在留資格が「一般永住者」の方は、外国パスポートは不要です。▪現住所の記載があるもの（記載住
所が相違もしくは住所記載がない場合は補助書類が必要です）。

在留カード＋外国パスポートA

H

I

登記簿謄（抄）本（発行日から3ヵ月以内の原本）J

現在（履歴）事項証明書（発行日から3ヵ月以内の原本）K

印鑑証明書（発行日から3ヵ月以内の原本）L ▪来店者在籍確認書類記載の情報（電話番号、E-mailアドレス、住所など）をもとに、ソフトバンクより、ソフトバンクおよびコンテンツプ
ロバイダの商品・サービス・キャンペーンなどのご案内をさせていただく場合があります。

来店者の
在籍確認書類 法人印

下記のうちいずれか1点
・社員証
・名刺
・勤務先の記載のある健康保険証

来店者の
本人確認書類

のいずれか

A B C D
E F G




