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「シンプルスタイル」 

 

【シンプルスタイル（3Gケータイ）でご利用いただけるサービスについて】 

•シンプルスタイル（3G ケータイ）は通話・TV コール、SMS 受信、メールサービス、ソフトバンク国際電話のみご利用いただけます。 

•Yahoo!ケータイや S!アプリのようなウェブサービス、位置ナビ、S!電話帳バックアップなどのインターネットサービスはご利用いただけません。 

•プリペイド契約のお客さまは、海外ではご利用いただけません。 

•「メールし放題」にお申し込みいただいた場合はメールサービス（ワイモバイルおよび他社宛 SMS の送信・国際メールを除きます）がご利用いただ

けます。留守番電話などの各種オプションサービスの利用、My SoftBank の通話料明細の照会および通話料明細書の発行はできません。 

※2019 年 11 月 12 日をもちまして、シンプルスタイル（3G ケータイ）の新規受付を終了いたしました。 

 

【シンプルスタイル（4Gケータイ）でご利用いただけるサービスについて】 

•シンプルスタイル（4G ケータイ）は通話、ソフトバンク国際電話、SMS 受信、シンプルスタイル（4G ケータイ）専用パケット定額サービスをご利

用いただけます。 

•留守番電話などの各種オプションサービスの利用、My SoftBank の通話料明細の照会および通話料明細書の発行はできません。 

•シンプルスタイル（4G ケータイ）の場合、各種サービス（オプションサービスを含む）や標準搭載アプリケーション、コンテンツについては一部ご

利用いただけない場合があります。 

•パケット通信サービスが必要な標準搭載アプリケーションについては、シンプルスタイル（4G ケータイ）専用パケット定額サービスへの加入が必要

となります。 詳細は当社ホームページをご確認ください。 

•購入されたアプリケーション・コンテンツなどについて当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

 

【シンプルスタイル(スマートフォン)でご利用いただけるサービスについて】 

•シンプルスタイル（スマートフォン）は、通話、ソフトバンク国際電話、SMS 受信、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

をご利用いただけます。 

•留守番電話などの各種オプションサービスの利用、My SoftBank の通話料明細の照会および通話料明細書の発行はできません。 

•シンプルスタイル（スマートフォン）の場合、各種サービス（オプションサービスを含む）や標準搭載アプリケーション、コンテンツについては一部

ご利用いただけない場合があります。 

•パケット通信サービスが必要な標準搭載アプリケーションについては、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への加入が必

要となります。 詳細は当社ホームページをご確認ください。 

•購入されたアプリケーション・コンテンツなどについて当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

※2019 年 11 月 12 日をもちまして、シンプルスタイル（3G スマートフォン）の新規受付を終了いたしました。 

 

【シンプルスタイルの機種変更について】 

•シンプルスタイルをご利用のお客さまは、シンプルスタイル(4G ケータイ、または 4G スマートフォン)への機種変更のみ可能です。 

ただし、シンプルスタイル(3G ケータイ)をご利用の場合、シンプルスタイル(3G スマートフォン)への機種変更も可能です。 

•シンプルスタイルの機種変更は、プリペイドカードの登録を確認できた場合のみ可能です。 

•機種変更前の電話番号、メールアドレス、残高について引き継ぎ可能です。また利用有効期間については、機種変更前の期間と機種変更時に付与され

る期間を合わせて 360 日間まで引き継ぎ可能です。シンプルスタイル(4G ケータイ)からシンプルスタイル(4G ケータイ)への機種変更、またはシンプ
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ルスタイル(4G スマートフォン)からシンプルスタイル(4G スマートフォン)への機種変更の場合、パケット定額サービスについては引き継ぎ可能です。

ただし、それ以外の機種変更の場合は引き継ぎ不可となります。 

【シンプルスタイル USIM カードについて】 

•シンプルスタイル USIM カードは、電話番号などを記録した IC チップです。 

•シンプルスタイルは専用のシンプルスタイル USIM カードを利用しています。シンプルスタイル USIM カードは、無料での貸し出しとなりますので、

解約時には原則として当社への返却をお願いいたします。 

•ご利用料金の請求は、シンプルスタイル USIM カードの電話番号に対して行われるため、携帯電話機（シンプルスタイル USIM カード挿入済み）を盗

難・紛失した場合は必ず緊急停止の手続きを行ってください。 

TEL：0088-21-2000［無料］（日本国内専用） 

•なお、第三者によるシンプルスタイル USIM カードの無断利用を防ぐため、USIM カードには PIN コードと呼ばれる暗証番号があります。第三者に無

断利用をされないためにも、シンプルスタイル USIM カードへの PIN コードの設定をおすすめします（PIN コードの設定方法については、各機種の『取

扱説明書』をご覧ください）。 

 

【有効期間について】 

•シンプルスタイルには発着信が可能な「利用有効期間」と、利用有効期間の終了後に着信のみが可能な「電話番号有効期間（360 日間）」があります。 

•利用有効期間は、プリペイドカード登録 1 枚につき登録の翌日から 60 日間有効となり、複数枚登録すると追加 1 枚につき 60 日間加算され、最大 360

日間まで延長されます。 

 

【利用有効期間について】 

•利用有効期間内は発着信が可能であり、プリペイドカードの追加登録で期間の延長ができます。 

•シンプルスタイルはご購入時に、利用有効期間が付与されています。利用有効期間はプランによって異なります。詳しくは、ソフトバンクホームペー

ジに掲載の提供条件をご確認ください。 

•シンプルスタイルご購入時に付与されている利用有効期間は購入の翌日から、プリペイドカードの追加登録はカード登録翌日からの起算となります。 

•発信するには登録残高が必要です。 

•プリペイドカード（通話料）を複数枚登録すれば、利用期間が 1 枚につき 60 日間加算され、360 日間まで利用有効期間が延長できます。 

•プリペイドカードは非課税です。 

•3G ケータイの場合、登録残高の上限は 60,000 円、それ以外の場合は 120,000 円です。当該金額を超えて登録することはできません。 

•登録残高がご利用いただけるのは、利用有効期間中のみです。利用有効期間が終了すると、登録残高が残っていても無効となり、また返金はできませ

んのでご了承ください。 

•登録残高の有無で利用有効期間に変更はありません。 

•利用有効期間内に追加登録しない場合は、利用有効期間が終了すると、電話番号有効期間となります。 

•利用有効期間が終了すると、無料通話が可能なもの以外は発信できません。 

•利用有効期間内でも登録残高が〔通話料＋消費税〕未満になった場合、無料通話が可能なもの以外は発信できません。 

•通話中に登録残高がなくなった場合、通話は途中で切断されます（利用可能時間が残り 30 秒になったときに警告音でお知らせします）。 

•利用有効期間が終了すると、シンプルスタイル専用パケット定額サービスおよび、メールし放題は自動的に解約されます。 

 

【電話番号有効期間について】 

•電話番号有効期間内は着信が可能です。また、無料通話が可能なもののみ発信可能です。 
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•利用有効期間終了後 360 日間が電話番号有効期間です。電話番号有効期間が終了すると自動的に解約となります。 

•電話番号有効期間内に新しいプリペイドカードを登録すれば、引き続き同じ電話番号でソフトバンク携帯電話をご利用いただけます。 

•電話番号有効期間内に新しいプリペイドカードの追加登録がない場合は、お使いの電話番号は以後無効となります。 

【ご契約時の暗証番号について】 

•契約時の暗証番号は、メールアドレス設定などのメール関連設定、迷惑メールブロック設定、ソフトバンク Wi-Fi スポットアプリケーションの設定、

お客さま申し入れによる緊急中断の際に必要となります。 

•暗証番号をお忘れの場合の再発行については、ご契約住所への郵送通知のみとなります。 

 

【通話料残高表示について】 

•シンプルスタイルは、通話終了後に携帯電話機画面上で料金表示はされません。 

•お問い合わせいただいた時点での登録残高については、1400 へダイヤルいただくことで確認できますが､概算（小数点以下、切り捨て）でのご案内と

なります。（無料） 

 

【電話番号変更について】 

•シンプルスタイルは、電話番号の変更はできません。 

 

【譲渡・承継について】 

•シンプルスタイルの利用権を第三者へ譲渡・承継をする場合、当社の承認が必要となります。 

•手続きは無料で行えます。当社承認後のソフトバンク携帯電話のお引き渡しは当事者間で行ってください。万が一事故が発生しましても当社は責任を

負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•シンプルスタイルをご契約のお客さまにおいて、シンプルスタイルの利用権の譲渡があった場合、契約期間は譲渡者のご契約日からの起算となります。 

 

【解約について】 

•以下に該当する場合、シンプルスタイルが解約となります。なお、シンプルスタイルが解約となった場合には、シンプルスタイル USIM カードをご返

却願います。 

•お客さまより、シンプルスタイルの解約のお申し込みがあった場合。 

 

•電話番号有効期間内に新しいプリペイドカードの追加登録がない場合。 

 

•シンプルスタイルをご契約された日から 360 日間プリペイドカード登録が 1 回も確認できない場合。 

 

•シンプルスタイルをご契約された日から 360 日間プリペイドカード登録が一度も確認できない場合は、自動的に解約となります。ただしこの場合には

契約解除料は発生いたしません。【同一電話番号による契約変更について】 

•シンプルスタイルは、ご利用中の同一電話番号を継続利用して、ソフトバンク携帯電話（後払い方式）へ契約変更してご利用いただくことはできませ

ん。 

 

【MNPについて】 

•MNP 転出をされる場合は、電話番号をお使いいただいているものに限定させていただきます（シンプルスタイルをご契約された日から 360 日間プリ
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ペイドカード登録が 1 度も確認できない場合、MNP 転出は行えません。）。 

 

【各種手数料について】 

•シンプルスタイルに新規加入・機種変更をされる場合、別途、契約事務手数料（3,300 円）・機種変更手数料（3,300 円）が必要となります。 

•なお、携帯電話機の購入をともなわないご契約（USIM 単体契約）の場合、契約事務手数料・機種変更手数料は、店頭でのお支払いとなります。 

 

【通信速度等の制限について】 

•シンプルスタイル専用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お客さまに対して、通信速度を制限する場合があります。 

•最大通信速度はベストエフォート（規格上の最大速度）であり、実行速度として保障するものではありません。 

•※シンプルスタイル専用パケット定額サービスに加入されたお客さまに対して、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、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。 

 →URL：https://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data_traffic/about/） 

 

【サービスエリアについて】 

•ご利用できるエリアは当社ホームページに記載のサービスエリアマップで必ずご確認ください。 

 ※サービスエリア内であっても、電波の届かない場所、電波の弱い場所、または設備のメンテナンス等のときにはご利用いただけない場合があります。

また、お客さまの在圏する地域によっては、一部サービスがご利用いただけない場合があります。 

 

【シンプルスタイル(スマートフォン)携帯電話機ご利用にあたって【必ずお読みください】】 

スマートフォンはパソコンと同様に、ソフトウェアのアップデートによって新機能を追加・変更したり、常にネットワークへの接続状態を維持したり、

またお客さまご自身でアプリケーションを自由にインストールすることができるなど、従来の携帯電話機と比べて商品の特性が大きく異なります。 

そのため、以下の注意事項を必ずご理解、ご了承の上、ご利用ください。また、アプリケーションなどは常に最新の状態でご利用いただきますようお願

いいたします。 

•ご契約中の有効な USIM カードが差し込まれていない状態では、ワンセグの視聴やカメラ機能の利用を含めて、携帯電話機の操作ができません。 

•USIM カードを交換した場合、携帯電話機本体や、SD メモリカードなどの外部メモリに保存した音楽・書籍などのコンテンツをご利用いただけなく

なる場合がございます。 

※ほかの機種で購入されたコンテンツをご利用いただけない場合がございます。 

•カメラ機能など、SD メモリカードを挿入しているときのみご利用いただける機能・サービスがございますので、常に SD メモリカードを挿入した上

でのご利用をお勧めいたします。 

 

■ソフトウェア更新について 

•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（スマートフォン）専用パケット定額サービスへのご加入が必要です。 

•その他ソフトウェアの更新についてのご注意事項は、ご利用にあたってのご注意「SoftBank スマートフォン」のソフトウェア・アプリケーションを

ご確認ください。 

 

■セキュリティ 

•スマートフォンは、インターネットへの接続やメール添付ファイルなどを通じて、ウイルスなどに感染する危険性がございます。 

危険性軽減のためセキュリティソフトのご利用をお勧めいたします。 
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■携帯電話機内のデータ 

•携帯電話機内に保存されたお客さまのデータは、バックアップをするなどご自身で管理してください。また、修理の際には携帯電話機内のデータ 

は消去いたします。 

•S! FeliCa 対応サービスは、当社が提供するものではありません。IC カード内の電子マネーなどのデータの取り扱いについては、お客さまの責任で管

理していただいております。機種変更・故障修理の際は、IC カード内のデータは当社では移行できません。 

•データ消失・変化・削除、または盗難・紛失による不正使用などによる損害について、いかなる場合も当社は一切責任を負いかねますのでご了承くだ

さい。 

 

■修理・保証などについて 

•故障した場合、修理はソフトバンクショップにて受付いたします。 

•携帯電話機の保証期間はお買い上げから 12 ヵ月となります。 

•破損、または携帯電話機に不具合などが発生した場合は、修理受付による対応となります。なお、修理受付期間中の代替機の貸し出しにあたっては、

ご本人様確認書類（通常の新規ご契約に準ずる書類）が必要となります。初期不良時においても同様です。 

•修理の際には携帯電話機内のデータは消去いたします。 

 

■緊急通報位置通知について 

•携帯電話から緊急通報（110 番／118 番／119 番）を行った場合に、緊急通報を行った場所に関する情報を緊急通報受理機関に自動的に通知します （携

帯電話機での非通知設定時、および発信者番号通知サービス未加入時も含む）。 

ただし、緊急通報受理機関が人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合を除き、「184」を付して緊急通報番号をダイヤルしたとき、または

ソフトバンク衛星電話からご利用の場合は、位置情報は通知されません。 

 

■未成年者のご契約とフィルタリングサービスについて 

•未成年者の方は、契約時に親権者同意書が必要です。12 歳未満の方はお申し込みいただけません。 

•未成年者のご契約、または成年者のご契約でもご使用者が 18 歳未満であれば、フィルタリングサービス（スマホ安心サービス、もしくはウェブ安心

サービス）のご利用が原則となります。親権者から設定不要とのお申し出がない限り、インターネットの利用制限（デジタルアーツ株式会社、ネットス

ター株式会社の基準により、出会い系サイトなどへのアクセスを制限する機能）を設定します。 

•また、上記のお客さまで、フィルタリングサービスが不要の場合は、その理由を親権者に確認させていただきます。 

•未成年者のインターネット利用については、保護者の十分な理解・責任のもとご判断ください。 

•Wi-Fi を利用してインターネットに接続した場合には、ウェブ安心サービスは適用されませんのでご注意ください。 

•フィルタリングサービスに加入した場合、一部ご利用いただけなくなる月額課金サービス、コンテンツなどがあります。あらかじめご確認のうえ、対

象となるサービス、コンテンツなどについては事前に解約していただきますようお願いいたします。なお、フィルタリングサービス加入後は、制限対象

ではないコンテンツであっても、登録の解除にお客さまのパソコンからのお手続きが必要となる場合があります。 

 

■サービス条件の変更について 

•当社ホームページへの掲載、文字メッセージ（SMS など）の配信または当社が適当であると判断する方法により変更の内容を通知することによって、

当社は約款、提供条件、規約などの内容を変更できるものとさせていただきます。この場合、料金その他の提供内容につきましては、変更後の条件が適

用されるものとします。 



 

 

 

「シンプルスタイル」 

更新日：2022年 4月 1日 

ソフトバンク株式会社 
 

Copyright 2022 SOFTBANK corp. 

6/6 

 

表示価格は特に断りがない限り税込です。消費税計算上請求金額と異なる場合があります。 

 

 

更新履歴 

2014年 11月 28日作成 

2019年 11月 12日更新 

2021年 4月 1日更新 

2022年４月 1日更新 

 


