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記載の料金額は税抜金額です 

各料金プラン・割引サービス等は、3G通信サービス契約約款・提供条件書および 4G通信サービス契約約款・提供条件書の

規定を適用します。最新の契約約款・提供条件書は、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）に掲載いたします。 

「ブループラン」 

（本プランは、2015 年 8 月 31 日をもちまして新規受付を停止いたしました） 

【3G ケータイ、iPhone、3G スマートフォン、4G スマートフォン共通事項】 

 解約や契約変更をする際に、くりこしできない料金プランや割引サービスへ変更した場合、くりこし金額は消滅します。

 無料通信のない料金プランにご加入の場合は、くりこしは適用されません。

 携帯電話のご購入をともなわない新規契約はできません。

【3G ケータイ、iPhone、3G スマートフォン】 

名称 ブループラン LL プラン 

基本使用料 14,400 円／月 

無料通信 11,000 円／月 

くりこし上限額 22,000 円／月 

通話料 7 円／30 秒 

TV コール通信料 12 円／30 秒 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.2 円/パケット 

ウェブ料金 0.2 円／パケット 

名称 ブループラン L プラン 

基本使用料 9,400 円／月 

無料通信 6,000 円／月 

くりこし上限額 12,000 円／月 

通話料 10 円／30 秒 
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記載の料金額は税抜金額です 

TV コール通信料 18 円／30 秒 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.2 円/パケット 

ウェブ料金 0.2 円/パケット 

 

 

名称 ブループラン M プラン 

基本使用料 6,400 円／月 

無料通信 4,000 円／月 

くりこし上限額 8,000 円／月 

通話料 14 円/30 秒 

TV コール通信料 25 円／30 秒 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.2 円／パケット 

ウェブ料金 0.2 円／パケット 

 

 

名称 ブループラン S プラン 

基本使用料 4,400 円／月 

無料通信 2,000 円／月 

くりこし上限額 4,000 円／月 

通話料 18 円／30 秒 

TV コール通信料 32 円／30 秒 
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記載の料金額は税抜金額です 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.2 円／パケット 

ウェブ料金 0.2 円／パケット 

 

 

名称 ブループラン SS プラン 

基本使用料 3,400 円／月 

無料通信 1,000 円／月 

くりこし上限額 2,000 円／月 

通話料 20 円／30 秒 

TV コール通信料 36 円／30 秒 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.2 円／パケット 

ウェブ料金 0.2 円／パケット 

 

 

名称 ブループランキッズ・シニアプラン（中学生以下・60 歳以上対象） 

基本使用料 2,800 円／月（「1 年割引」+「家族割引」で 1,400 円／月） 

通話料 25 円／30 秒 

TV コール通信料 45 円／30 秒 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.2 円／パケット 

ウェブ料金 0.2 円／パケット 

※1 受信通知として、宛先・件名・本文（全角 50 文字相当まで）をお知らせします。 

・ くりこしとは、余った無料通信を最大 2 ヵ月分までくりこせるサービスです。 
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記載の料金額は税抜金額です 

 

 

【4G スマートフォン】 

名称 ブループラン タイプ X にねん 

基本使用料 743 円／月 

通話料 20 円／30 秒 

TV コール通信料 36 円／30 秒 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.075 円／パケット 

ウェブ料金※2 0.075 円／パケット 

※1 受信通知として、宛先・件名・本文（全角 50 文字相当まで）をお知らせします。 

※2 アクセスインターネットを含みます。 

・ 「タイプ X にねん」加入時は、「月月割」の適用はありません。また他の料金プランへ変更した場合でも「月月割」の適用はあり

ませんのでご注意ください。 

・ 機種変更の際に新スーパーボーナス用販売価格以外で携帯電話機を購入する場合、新スーパーボーナス契約は解除されます。その

場合は他の料金プランへ変更となります。 

・ 「タイプ X」以外の料金プランへ変更した場合、「タイプ X にねん」へ再加入はできません。 

・ タイプ X にねんは 24 ヵ月単位（請求月単位）での利用を契約する料金プランです。 

・ 適用開始日から翌請求月末までを 1 ヶ月目として、請求月単位で 25 ヶ月目が契約更新月（以下、「更新月」と記載します）とな

ります。なお、請求締日の変更などにより、契約満了日が変更になる場合があります。 

・ 更新月は契約期間満了の翌請求月です。 

・ 更新月にお客さまから解除の申し出がない場合、自動更新します。 

・ 更新月以外の請求月にタイプ X にねん以外の料金プランへの変更、またはソフトバンク携帯電話を解約した場合、契約解除料とし

て 9,500 円お支払いいただきます（翌月の請求に加算）。 

・ 請求確定通知「お知らせ情報」のお申し込みにより、ご契約の更新時期等をメールにてお知らせします（S!ベーシックパック未加

入の場合、お知らせ情報はご利用になれません）。 

 

名称 ブループラン タイプ X 

基本使用料 1,486 円/月 

通話料 20 円／30 秒 
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記載の料金額は税抜金額です 

TV コール通信料 36 円／30 秒 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.075 円／パケット 

ウェブ料金 0.075 円／パケット 

※1 受信通知として、宛先・件名・本文（全角 50 文字相当まで）をお知らせします。 

※2 アクセスインターネットを含みます。 

・ 「タイプ X」加入時は、「月月割」の適用はありません。また他の料金プランへ変更した場合でも「月月割」の適用はありません

のでご注意ください。 

・ 機種変更の際に新スーパーボーナス用販売価格以外で携帯電話機を購入する場合、新スーパーボーナス契約は解除されます。その

場合は他の料金プランへ変更となります。 

・ 「タイプ X」加入時は、新スーパーボーナスにて契約解除料が免除される場合であっても、免除の対象外となります。 

・ 「タイプ X にねん」以外の料金プランへ変更した場合、「タイプ X」へ再加入はできません。 
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記載の料金額は税抜金額です 

 

「ブループラン・バリュー」 

（本プランは、2015 年 8 月 31 日をもちまして新規受付を停止いたしました） 

 

【3G ケータイ、iPhone、3G スマートフォン共通事項】 

 「ブループラン・バリュー」加入時は、「月月割」の適用はありません。また他の料金プランへ変更した場合でも「月月割」の適用はありませ

んのでご注意ください。 

 機種変更の際に新スーパーボーナス用販売価格以外で携帯電話機を購入する場合、新スーパーボーナス契約は解除されます。その

場合は他の料金プランへ変更となります。 

 他の料金プランへ変更した場合、「ブループラン・バリュー」へ再加入はできません。 

名称 ブループラン・バリュー LL プランバリュー 

基本使用料 12,800 円／月 

無料通信 11,000 円／月 

くりこし上限額 22,000 円／月 

通話料 7 円／30 秒 

TV コール通信料 12 円／30 秒 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.2 円／パケット 

ウェブ料金 0.2 円／パケット 

 

 

名称 ブループラン・バリュー L プランバリュー 

基本使用料 7,800 円／月 

無料通信 6,000 円／月 

くりこし上限額 12,000 円／月 

通話料 10 円／30 秒 
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記載の料金額は税抜金額です 

TV コール通信料 18 円／30 秒 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.2 円／パケット 

ウェブ料金 0.2 円／パケット 

 

 

名称 ブループラン・バリュー M プランバリュー 

基本使用料 4,800 円／月 

無料通信 4,000 円／月 

くりこし上限額 8,000 円／月 

通話料 14 円／30 秒 

TV コール通信料 25 円／30 秒 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.2 円／パケット 

ウェブ料金 0.2 円／パケット 

 

 

名称 ブループラン・バリュー S プランバリュー 

基本使用料 2,800 円／月 

無料通信 2,000 円／月 

くりこし上限額 4,000 円／月 

通話料 18 円／30 秒 

TV コール通信料 32 円／30 秒 
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記載の料金額は税抜金額です 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.2 円／パケット 

ウェブ料金 0.2 円／パケット 

 

 

名称 ブループラン・バリュー SS プランバリュー 

基本使用料 1,800 円／月 

無料通信 1,000 円／月 

くりこし上限額 2,000 円／月 

通話料 20 円／30 秒 

TV コール通信料 36 円／30 秒 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.2 円／パケット 

ウェブ料金 0.2 円／パケット 

 

 

名称 ブループランキッズ・シニアプランバリュー（中学生以下・60 歳以上対象） 

基本使用料 1,200 円／月（「1 年割引」+「家族割引」で 600 円／月） 

通話料 25 円／30 秒 

TV コール通信料 45 円／30 秒 

メール料金 SMS 受信料:無料 送信料:3 円／通、S!メール（MMS）（送信・読出料）※1 0.2 円／パケット 

ウェブ料金 0.2 円／パケット 

※1 受信通知として、宛先・件名・本文（全角 50 文字相当まで）をお知らせします。 

・ くりこしとは、余った無料通信を最大 2 ヵ月分までくりこせるサービスです。 
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記載の料金額は税抜金額です 

更新履歴 

  2016年 8月 4日 作成 


