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記載の料金額は税抜価格です 

□ スマホまとめて割 提供条件書 

（※2014年 11月 30日をもちまして、「スマホまとめて割」の受付を終了いたしました） 

 

「スマホまとめて割」（以下「本キャンペーン」といいます。）は、当社3Gおよび4G/4G LTE通信サービスで対象機種をご利用中の

お客さまが、SoftBank 4G LTE対応の iPad Air 2 Wi-Fi + Cellularモデル、iPad mini 3 Wi-Fi + Cellularモデル、iPad Air 

Wi-Fi + Cellular モデル、 iPad mini Retinaディスプレイモデル Wi-Fi + Cellular モデル、 iPad mini Wi-Fi + Cellular

モデルまたは iPad Retinaディスプレイモデル Wi-Fi + Cellularモデル（以下 SoftBank 4G LTE対応の iPad といいます。）

を追加で新規加入・機種変更された場合に適用されます。 

 

 

●本キャンペーンは、以下の条件に該当するお客さまを対象とします。 

・本キャンペーン期間内にお申し込みいただくこと。 

・1回線目の対象機種として当社から iPhone / SoftBank スマートフォン / SoftBank 3G をご購入いただき、購入した機種

に対応した USIM カードにてご利用いただいていること。 

※ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンク携帯電話やデータ通信専用端末、みまもりケータイ、みまもりGPS、フォトビジョン等を除

きます。 

・ 1回線目では以下パケット定額サービスに加入中もしくは、本キャンペーンへの申し込みと同時に申し込むこと。 

・パケットし放題フラット for 4G LTE/4G 

・パケットし放題フラット for シンプルスマホ 

・パケットし放題フラット for スマートフォン 

・Wi-Fiバリュープラン専用パケット定額 

・パケットし放題MAX for スマートフォン 

・パケットし放題フラット 

・データ定額ミニ 1GB/2GB 

・データ定額 5GB/20GB/30GB/50GB 

・データ定額パック・標準（8）/大容量（10）/（15）/（20）/（30） 

・データ定額（3Gケータイ/3G スマホ） 

・データ定額パック（シンプルスマホ） 

・本キャンペーンによる2回線目のSoftBank 4G LTE対応の iPadは1台のみとし、当社からの購入（購入予約を含みます。）

を伴う新規加入・機種変更と同時にお申し込みいただくこと。また、1回線目と同一名義かつ同一請求先でのご契約であること。 

・1回線目が「家族データシェア」および「法人データシェア」の子回線ではないこと 

●タブレットセット割 / アレ コレ ソレ キャンペーン / iPad ゼロから定額キャンペーン/ 【新】iPad ゼロから定額キャンペーンの1回

線目で本キャンペーンはお申し込みいただけません。 

●スマホ BB割と併用の場合、スマホ BB割を優先して適用します。 

●過去のご契約状況により、本キャンペーンの適用をお断りする場合があります。 

●本キャンペーン 2 回線目の SoftBank 4G LTE 対応の iPad は料金プランとして、「( iPad 専用)ベーシックデータ定額プラン 

for 4G LTE(本キャンペーン適用時の基本使用料 4,200円/月)」「( iPad 専用)ゼロから定額プラン for 4G LTE (基本使用

料 0～4,700円/月)」からお選びいただけます。 
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●（ iPad 専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE(本キャンペーン適用時の基本使用料 4,200円/月)は適用となった

請求月を 1 ヵ月目として、請求月単位で 24 ヵ月間※適用します。以降は基本使用料 4,700円/月となります。 

●（ iPad 専用）ゼロから定額プラン for 4G LTEは適用となった請求月を 1 ヵ月目として、請求月単位で 24 ヵ月間※適用し

ます。以降は( iPad専用)ゼロから定額プラン 2 for 4G LTE (基本使用料 500円～5,200円/月)が適用となります。 

※新規加入の場合、新規加入月に加え 24 ヵ月間の適用となります 

※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)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日から翌請求月末までを 1 ヵ月として計算します。 

※「( iPad 専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE」から「( iPad 専用)ゼロから定額プラン for 4G LTE」「( iPad専

用 )ゼロから定額プラン 2 for 4G LTE」への変更はできません。 

※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時最大 128Kbpsに低速化いたします。 

※通常速度に戻すお申し込み（上記データ量超過後、2GBごとに 2,500円加算）は、My SoftBank または法人コンシェル

サイトからお手続きください。 

※通信速度低速化の予告／開始を iPadの画面に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。 

※My SoftBankのご利用には、ご登録が必要です。 (http://my.softbank.jp/) 

●2回線目の SoftBank 4G LTE対応の iPadは、ユニバーサルサービス料が無料となります。 

●（ iPad 専用）ゼロから定額プラン for 4G LTE / （ iPad 専用）ゼロから定額プラン 2 for 4G LTE でご利用中は、ソフ

トバンクWi-Fiスポット（i）の加入が必要となり、月額使用料 467円）がかかります。 

●本キャンペーン適用中はソフトバンク Wi-Fi スポット(i)、iPad法人基本パックおよびあんしん保証パック(i)の月額使用料は iPad

向け月月割の対象外となります。 

 

●1 回線目が対象となるパケット定額サービス以外への変更・解除、「家族データシェア」および「法人データシェア」の子回線への変

更、対象機種以外への機種変更、対象機種に対応した USIM以外への USIM交換、解約、譲渡、電話番号・メールアドレス

お預かりサービスに申し込みを行った場合※や、2 回線目が本キャンペーン向け料金プラン以外への変更、機種変更、解約、譲

渡、電話番号・メールアドレスお預かりサービスに申し込みを行った場合※、本キャンペーンは解除となります。 

 ※2回線目の料金プランは「( iPad 専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE」に変更となります。 

 

 

【パケット通信について】 

●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。自動通信により2段階定額（パケットし放題 for 

スマートフォン／標準プライスプラン／ゼロから定額／パケットし放題 for 4G LTE）では下限額を超えるパケット通信料が発生する

場合がありますので、あらかじめご了承ください。自動通信の停止は、「設定」⇒「一般」⇒「モバイルデータ通信」⇒「モバイルデータ

通信」をオフにすることで可能となります。また iPhone 5 /iPad（第 4世代）/iPad mini をご使用のお客さまは、「設定」⇒「一

般」⇒「モバイルデータ通信」⇒「LTE をオンにする」をオフにする⇒「モバイルデータ通信」をオフにすることで自動通信の停止が可能と

なります。「モバイルデータ通信」をオフにする前に必ず「LTEをオンにする」をオフにしてください。（機種や iOSのバージョンにより一部

表示が異なります。詳細にてご確認下さい。）なお、設定をオフにした場合、インターネット閲覧などすべてのデータ通信が利用でき

なくなります。 
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●自動通信により、海外でのご利用時にパケット通信料が数千円／日以上になる場合もございますので、海外パケットし放題の定

額対象事業者でのご利用をお勧めします（初期設定では海外データローミング設定はオフとなっております。 

 

【( iPad 専用)ゼロから定額プラン for 4G LTE】＜基本使用料：0円※～4,700円／月＞ 

SoftBank 4G LTE対応の iPadでのインターネット接続、E メール（i）のパケット通信を基本使用料のみで利用できるサービスで

す。 

 ※ 1請求月内での国内パケット通信量が 500KBまで 0円となります。 

・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時最大 128Kbpsに低速化いたします。 

・通常速度に戻すお申し込み（上記データ量超過後、2GB ごとに 2,500円加算）は、My SoftBank または法人コンシェルサ

イトからお手続きください。 

・通信速度低速化の予告／開始を iPadの画面に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。 

・My SoftBankのご利用には、ご登録が必要です。 (http://my.softbank.jp/) 

●別途ウェブ基本使用料の加入が必要です。 

（月額使用料：300円 、ただし 1請求月内での国内パケット通信量が 500KB未満の場合は無料となります。) 

●SMS、通話、TVコール通信、パソコンやPDAでのモバイルデータ通信（インターネット接続等）、海外での利用分（SMS、S！

メール（MMS）※、ウェブ※）、国際SMS、国際S！メール（MMS）は定額サービスの対象外です。 

※海外でのご利用分(MMS、ウェブ)は海外パケットし放題の対象となります。(対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時) 

●基本使用料は利用量に応じて変動し、インターネット接続、E メール（i）の通信料をパケット（128バイト）ごとに 0.05円で

計算した金額の合計にて基本使用料の計算を行います。 

・当該金額が 200円未満(4,000パケット未満)の場合:基本使用料 0円 

・当該金額が 200円を超え 4,900円未満の場合:基本使用料は、インターネット接続、E メール（i）の通信料をパケットご

とに 0.05円で計算した金額から 200円を差し引いた金額となります｡  

・当該金額が 4,900円以上：基本使用料(上限額)4,700円 

●ソフトバンクへ新たに加入されるお客さまがお申し込みの場合は、加入日から適用します。また、ソフトバンクを解約される場合は、

解約日まで適用します。 

●本サービスにご加入のお客さまにおいては、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、通信の制御を行う場合があります。詳細は当社ホームページ

（http://www.softbank.jp）をご確認ください。 

●一定期間に大量の通信をご利用されるお客さまに対して、通信速度を制限する場合があります。また、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、当社が別に定める通信において、制限を行う場合があります。

詳細はこちらでご確認ください。 

 （http://www.softbank.jp/mb/r/notes/） 

 

【( iPad 専用)ゼロから定額プラン 2 for 4G LTE】＜基本使用料：500円～5,200円／月＞ 

SoftBank 4G LTE対応の iPadでのインターネット接続、E メール（i）のパケット通信を基本使用料のみで利用できるサービス

です。 

・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時最大 128Kbpsに低速化いたします。 
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・通常速度に戻すお申し込み（上記データ量超過後、2GB ごとに 2,500円加算）は、My SoftBank または法人コンシェルサ

イトからお手続きください。 

・通信速度低速化の予告／開始を iPadの画面に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。 

・My SoftBankのご利用には、ご登録が必要です。 (http://my.softbank.jp/) 

●別途ウェブ基本使用料の加入が必要です。 

（月額使用料：300円 、ただし 1請求月内での国内パケット通信量が 500KB未満の場合は無料となります。) 

●SMS、通話、TVコール通信、パソコンやPDAでのモバイルデータ通信（インターネット接続等）、海外での利用分（SMS、S！

メール（MMS）※、ウェブ※）、国際SMS、国際S！メール（MMS）は定額サービスの対象外です。 

※海外でのご利用分(MMS、ウェブ)は海外パケットし放題の対象となります。(対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時) 

●基本使用料は利用量に応じて変動し、インターネット接続、E メール（i）の通信料をパケット（128バイト）ごとに 0.05円で

計算した金額の合計にて基本使用料の計算を行います。 

・当該金額が 500円未満(10,000パケット未満)の場合:基本使用料 500円 

・当該金額が 500円を超え 5,200円未満の場合:基本使用料は、インターネット接続、E メール（i）の通信料をパケットごと

に 0.05円で計算した金額となります｡  

・当該金額が 5,200円以上：基本使用料(上限額)5,200円 

●ソフトバンクを解約される場合は、解約日まで適用します。 

●本サービスにご加入のお客さまにおいては、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、通信の制御を行う場合があります。詳細は当社ホームページ

（http://www.softbank.jp）をご確認ください。 

●一定期間に大量の通信をご利用されるお客さまに対して、通信速度を制限する場合があります。また、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、当社が別に定める通信において、制限を行う場合があります。

詳細はこちらでご確認ください。 

（http://www.softbank.jp/mb/r/notes/） 

 

 

【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。 

・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および 4G 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。 


