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「長期継続特典」提供条件書 

｢長期継続特典」 （以下「本キャンペーン」といいます。）は、対象条件を満たして 2 年以上ご利用のお客さまを対象に、PayPay ポイント

の付与、または通信料金を割引くキャンペーンです。 

 

■ 特典内容 

本キャンペーンは、2 つの特典で構成されます。特典はお客さまのご利用の機種によって異なります。 

 

 特典内容 

PayPay アプリ対応機種 

特典① 

24 ヵ月経過ごとの特典 

PayPay ポイント 

・初回 3,000 円相当分 

・２回目以降 1,000 円相当分 

特典② 

毎月の特典 

PayPay ポイント 

ご利用年数※1と利用料金※2に応じて付与※3 

PayPay アプリ非対応機種 

特典① 

24 ヵ月経過ごとの特典  通信料金※4の割引 1,000 円（1,100 円）分 

特典② 

毎月の特典 

通信料金※4の割引 

ご利用年数※1と利用料金※2に応じて割引※3 

PayPay アプリのご利用は SMS 認証コードを受信できる機種（スマートフォン）のご利用が必要です。最新の動作環境は PayPay

ホームページをご確認ください。SIM 単体契約の場合は、ソフトバンクにて直近購入されている機種の特典が適用となりますが、購入

機種がない場合には PayPay アプリ非対応機種の特典内容が適用されます。 

 

・ご利用年数ごとの特典付与率 

利用期間に応じた特典付与率を利用料金※2にかけた金額相当で特典を付与 

ご利用年数※1 3 年目～ 5 年目～ 7 年目～ 11 年目～ 15 年目～ 

特典付与率 １％ ２％ ３％ ４％ ５％ 

 

 

※1 「ご利用年数」とはソフトバンクで通信契約をご契約頂いている期間となります。 

※2 「利用料金」とは「基本料」「ウェブ使用料」「データ（パケット）定額サービス料（追加データ量を購入された場合も料金に含まれます。）」から

各種割引を差し引いた金額です。通話料、オプション料金（通話定額オプション＋、通話定額オプション等を含みます。）、端末の代金等は含

まれません。 

※3 付与する PayPay ポイントまたは割引金額の変動率は上記「・ご利用年数ごとの特典付与率」の図をご確認下さい。 

※4 基本料・通話料/通信料・データ（パケット）定額サービス料・オプション料金・手数料が割引対象となります。但し、特典①の割引特典の場合、

追加データ量を購入された料金は割引対象に含まれません。 
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■ 本キャンペーンの対象条件 

以下すべての条件に該当しているお客さまを本キャンペーンの対象と致します。 

①  以下のいずれかに該当すること 

⮚ 基本プラン（音声）に加入し 24 ヵ月以上ご利用していること 

⮚ 2 年契約または 3 年契約、2 年契約（フリープラン）（以下総称して「旧プラン」といいます）から基本プラン

（音声）に変更し、旧プランの契約日から合算して 24 ヵ月以上ご利用していること 

②  個人契約であること 

③  iPhone、Google Pixel、スマートフォン（シンプルスマホ含む）、SoftBank 携帯電話、WindowsPhone のご契約者

であること ※ソフトバンクで機種を購入していない SIM単体契約を含む 

④  下記対象のデータプランに加入していること 

 

・対象のデータプランの一覧 

本キャンペーンの対象となるには、以下いずれかのデータプランへの加入が必要です。 

対象のデータプランの一覧 

データプランメリハリ、データプランミニフィット、データプラン 50GB＋、データプランミニ 

 

■ PayPay ポイント特典の受け取り設定 

PayPay アプリ対応機種をご利用のお客さまが特典を受け取るには、PayPay アプリよりアカウント連携、または MySoftBank より特

典受取先の設定が必要です。 

PayPay アカウント連携、または特典受取先の設定が完了し次第、特典のお受け取りが可能となります。 

 

■ 本キャンペーンが解除となる条件 

以下のいずれかの条件に該当するお客さまは本キャンペーンが解除となります。 

①  ソフトバンクの通信契約を解約した場合  

②  法人契約に変更（譲渡）した場合 

③  本キャンペーンの対象条件の③に定める機種以外へ機種変更した場合 

※上記解除条件に該当する前に付与された PayPay ポイントは利用可能です。 

 

■ 特典の停止条件 

以下のいずれかの条件に該当する場合、本キャンペーンの特典は停止となります。 

①  対象のデータプランの解除または対象外のデータプランへの変更申込 

②  電話番号・メールアドレスお預かりサービスへの加入 

③  （PayPay アプリ対応機種向け特典のみ）PayPay アカウント連携の解除 

※特典受取先として PayPay アカウント連携済みの ID を設定していた場合も、PayPay アカウント連携の解除に伴い、

特典が停止となります。 

※上記停止条件に該当する前に付与された PayPay ポイントは利用可能です。 

※上記停止条件を満たした場合、特典①及び②は、以下の付与分から停止となります。 

特典①一定期間ごとの特典： 

停止条件①：請求締め日時点で特典の停止条件を満たした場合、翌請求月の特典付与分から停止／停止条件②：特典付与判定完了日

（請求月初日から５日目）までに満たした場合は当該請求月の特典付与分から停止。ただし、加入タイミングにより付与される場合があります。 
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特典②毎月の特典：PayPayポイント付与は当該請求月のご利用料金に応じた特典付与分から停止、通信料金の割引は当該請求月のご利用

分から停止※譲渡、承継、家族割引名義変更を実施した場合、PayPay アカウントの連携は解除となります 

 

■ 特典の再開条件 

特典停止後、以下条件を全て満たした場合、本キャンペーンの特典付与を再開いたします。 

1  対象のデータプランへの加入申込 

2  電話番号・メールアドレスお預かりサービスの解除 

3  （PayPay アプリ対応機種向け特典のみ）PayPay アカウントの連携、または MySoftBank 内での特典受取先の設定 

※上記特典再開条件満たした場合、特典①及び②は、以下の付与分から再開となります。 

特典①一定期間ごとの特典： 

開始条件①：当該請求月の特典付与分から開始／開始条件②：特典付与判定完了日（請求月初日から２日目）までに満たした場合は当

該請求月の特典付与分から開始。上記以外の場合は、翌請求月の特典付与分から開始 

特典②毎月の特典： PayPay ポイント付与は当該請求月のご利用料金に応じた特典付与分から再開となり、通信料金の割引は当該請求月の

ご利用分から再開 

 

■ 本キャンペーンの特典付与タイミング 

申し込み後の特典付与タイミングは以下の通りとなります。 

 

 初回 2 回目以降 

PayPay アプリ対応機種 

特典① 
24 ヵ月目の請求起算日から 5 日後～

15 日後頃※ 

24 ヵ月目の毎 24 ヵ月後の請求起算

日から 5 日後～15 日後頃後 

特典② 
25 ヵ月目の翌請求締日から 10 日後

～21 日後頃 

毎月の請求締日から 10 日後～21 日

後頃 

PayPay アプリ非対応機種 

特典① 24 ヵ月目のご利用分から割引 
24 ヵ月目の毎 24 ヵ月後のご利用分か

ら割引 

特典② 25 ヵ月目の翌月ご利用分から割引 毎月のご利用分から割引 

      ※24 ヵ月目の請求起算日以降に PayPay アカウントの連携、または MySoftBank内での特典受取先の設定をした場合、特典①は原則アカウン

ト連携完了時もしくは特典受取先の設定完了時、または上記表に記載のタイミングのどちらか遅いほうに付与いたします。 

 

■ その他特記事項 

・ PayPayアプリ対応機種向け特典と PayPayアプリ非対応機種向け特典の適用について、特典①は、24 ヵ月目の特典付与判

定完了日（請求月初日から５日目）のお客さまのご利用の機種により判定します。特典②については、請求締日時点のお客

さまのご利用の機種により判定します。 

・ お持ち込みの機種での機種変更について、機種変更後に長期継続特典適用となる場合、お持ち込みの機種に拘らず、ソフトバ

ンクにて直近購入されている機種の特典が適用となります。なお、すでに長期継続特典が適用されている方には、そのままの特典

が適用されます（お持ち込み機種に応じた特典の付け替えはされません。）。 

・ PayPay アプリ非対応機種向け特典について、割引対象の通信料金の請求額が割引金額未満の場合、割引の上限はその請
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求額までとします。割引特典の繰り越しはいたしません。 

   

 

【提供条件書記載事項の変更について】 

■ 当社は、本提供条件書の記載事項、特典内容を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の提供

条件書の記載事項によります。 

■ 本提供条件書の記載事項を変更する場合、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）に掲載する方法、文字メッセージ

（契約者回線または当社電気通信設備から送信された数字、記号およびその他文字等によるメッセージをいいます。）を配信する方

法、または当社が適当と判断する方法にて事前に通知します。但し、緊急性がある場合又はやむを得ない場合は、事後的に通知しま

す。 

■ 最新の提供条件書は、当社ホームページに掲載いたしますので、ご確認ください。なお、提供条件書記載事項以外の部分については、

3Ｇ通信サービス契約約款、4G 通信サービス契約約款及び 5G 通信サービス契約約款の規定を適用します。詳細につきましては当

社ホームページでも確認できます。 

 

 

更新履歴 

2016 年 12月 1日作成 

2017 年 3月 17日更新 

2017 年 5月 26日更新 

2017 年 6月 16日更新 

2017 年 12月 1日更新 

2018 年 11月 1日更新 

2019 年 8月 29日更新 

2019 年 9月 13日更新 

2019 年 12月 11 日更新 

2020 年 3月 12日更新 

2021 年 4月 1 日更新 

2021 年 6月 10日更新 

2021 年 7月 14日更新 

2022 年 2月 1 日更新 

2022 年 4月 1 日更新 

2022 年 6月 1 日更新 


