「新スーパーボーナス（月月割）」提供条件書
「新スーパーボーナス」の提供は、2020 年 6 月 9 日をもって終了いたしました。
「通話定額基本料」、「通話定額ライト基本料」、「ホワイトプラン」、「標準プラン」または「ブループランタイプ X にねん／タイプ X」を継続して利⽤するお
客さまが、新たに機種変更する際の「月月割」の提供は、2019 年 9 月 12 ⽇をもって終了いたしました。



新スーパーボーナスについて

新スーパーボーナスは、新スーパーボーナス⽤販売価格にて携帯電話機をご購入いただく際に、お支払い方法を一括払いまたは分割払いのいずれかを
選択いただける契約です。
対象の料⾦サービスによっては、月月割等をご提供しています（詳しくは月月割の項目をご確認ください）。



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携帯電話機をご購
入された場合、新スーパーボーナスは解除されます。



新スーパーボーナスのお申し込みには、口座振替もしくはクレジットカードでのお支払いが必要です。



新スーパーボーナスは、下記の対象料⾦プランのみお申し込み可能です。

【対象料⾦プラン】
基本プラン(音声) / 基本プラン(データ) / 通話基本プラン / 通話定額基本料 / 通話定額ライト基本料 /
通話定額基本料(ケータイ) / 通話定額ライト基本料(ケータイ) /
ホワイトプラン / 標準プラン / ゴールドプラン / オレンジプラン（W）（LL プラン、L プラン、M プラン、S プラン、SS プラン）/
オレンジプラン（X）（ビジネス、スタンダード、エコノミー、ライト、オフタイム、デイタイム、キッズ・シニアプラン）/
オレンジプラン（WX）（LL プラン、L プラン、M プラン、S プラン、SS プラン、デイタイム L、デイタイム S、キッズ・シニアプラン）/
シンプルオレンジ（シンプルオレンジ L、シンプルオレンジ S）/
ブループラン（LL プラン、L プラン、M プラン、S プラン、SS プラン、キッズ・シニアプラン、タイプ X、タイプ X にねん）/
ブループラン・バリュー（LL プランバリュー、L プランバリュー、M プランバリュー、S プランバリュー、SS プランバリュー、キッズ・シニアプランバリュー）/
タブレットプラン(※Android タブレット加入時のみ) / 法人タブレットプラン / データフラットプラン / データフラットプラン for ULTRA SPEED /
4G データし放題フラット / データバリューパック（スーパー、ミドル、レギュラー）/データ定額プラン / データ従量プラン /
法人データプラン / 法人データ通信プランフラット（4G/LTE）/ 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（ULTRA SPEED）/ 法人データ通信プランフラット（ULTRA SPEED）/ フォトビジョンライトプラン /
フォトビジョンバリュープラン / みまもりケータイ専⽤プラン / みまもりケータイ 2 専⽤プラン / みまもりケータイ 3 専⽤プラン /
通話定額ライト基本料(みまもりケータイ／キッズフォン) /みまもりホームセキュリティ専⽤プラン / みまもりカメラ専⽤プラン /みまもりＧＰＳ専⽤プラ
ン / スマート体組成計専⽤プラン / スマートデバイスプラン / 衛星電話バリュープラン / 衛星電話プラン /
（タブレット専⽤）ベーシックデータ定額プラン for 4G / 4G データし放題フラット+ / 4G／LTE データし放題フラット /
Wi-Fi ルータープラン / Wi-Fi ルータープラン（高速）


対象料⾦プラン以外の料⾦プランにご加入中のお客さまは、新スーパーボーナス⽤販売価格でのご購入と同時に料⾦プラン変更をお申し込みい
ただく場合に限り、変更前の料⾦プランより新スーパーボーナスを適⽤いたします。



新スーパーボーナスをご契約の場合、対象料⾦プラン以外の料⾦プランへ変更いただくことはできません。



新スーパーボーナスご加入時およびご利⽤期間中は、１年もしくは２年単位などでのご利⽤をご契約いただくサービス（対象サービス）の契約
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解除料を免除いたします。なお、新スーパーボーナスご加入時には、新スーパーボーナス対象の料⾦プラン以外のサービスの契約解除料も免除
いたします。
【対象サービス】
1) ゴールドプラン︓継続割引/家族割引
2) オレンジプラン︓年間割引/新・自分割引/ハートフレンド割引/学生割引/キッズ・シニア割引
3) ブループラン︓１年割引/自分割引５０/家族割引 MAX50/キッズ・シニア割引/法人割引 MAX50
4) データバリューパック︓２年割引（データバリューパック⽤）/年間割引（データバリューパック⽤）


新スーパーボーナスとソフトバンクアフターサービスを併⽤することはできません。既にソフトバンクアフターサービスにご加入されており、新スーパーボー
ナスにご加入される場合、ソフトバンクアフターサービスは解除いたします。



新たに新スーパーボーナスをご契約いただく場合、新スーパーボーナスとスーパー安心パックを併⽤することはできません。既にスーパー安心パックに
ご加入されており、新スーパーボーナスに新たにご加入される場合、スーパー安心パックは解除します。



現在ご利⽤されている機種の利⽤期間が６ヶ月未満の場合は、原則新スーパーボーナス⽤販売価格での機種変更はお申し込みいただけませ
ん。

＜スーパーボーナスにご加入のお客さまへ＞
スーパーボーナスにご加入のお客さまが料⾦プランを通話基本プラン、通話定額基本料、通話定額ライト基本料、通話定額基本料(ケータイ)、通話
定額ライト基本料(ケータイ)、ホワイトプラン、標準プランなどへ変更される場合、新スーパーボーナスにご変更いただく必要があります。


新スーパーボーナスのご加入期間は、スーパーボーナスに加入された月を１ヶ月目として計算いたします。



新スーパーボーナスへご変更される場合、スーパーボーナス継続割引は解除となります。



料⾦プランの変更によりスーパーボーナス継続割引が解除された場合、継続利⽤特典（27 ヶ月目より 12 ヶ月ごとに 4,000 ポイントもしくは
2,000 ポイント付与）は提供されません。



新スーパーボーナスへの加入を対象としたキャンペーンは適⽤されません。



ソフトバンクアフターサービスにお申し込みいただくことはできません。なお、既にご加入中の場合、ソフトバンクアフターサービスは解除となります（あ
んしん保証パックにはご加入いただけます）。

＜特別契約にご加入のお客さまへ＞
特別契約にご加入のお客さまが料⾦プランを通話基本プラン、通話定額基本料、通話定額ライト基本料、通話定額基本料(ケータイ)、通話定額ラ
イト基本料(ケータイ)、ホワイトプラン、標準プランなどへ変更される場合、新スーパーボーナスにご変更いただく必要があります。


新スーパーボーナスのご加入期間は、特別契約に加入された月を１ヶ月目として計算いたします。



新スーパーボーナスへご変更される場合、特別ハッピーボーナスは解除となります。また、変更後は特別契約の特典は提供されません。



新スーパーボーナスへの加入を対象としたキャンペーンは適⽤されません。



ソフトバンクアフターサービスにお申し込みいただくことはできません。なお、既にご加入中の場合、ソフトバンクアフターサービスは解除となります（あ
んしん保証パックにはご加入いただけます）。



月月割について

(2019 年 9 月 12 日をもちまして、「月月割」の受付を終了しました。)
月月割は、当社指定の機種を購入し、かつ、対象料⾦サービスにご加入いただいた場合に、毎月ご加入者の月月割対象の合計⾦額を割り引くサー
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ビスです。割引⾦額は、申込内容確認書の月月割内容欄に記載した⾦額を上限とします。



月月割対象（月月割の割引対象となる利⽤料⾦）は、下記 1〜4 のとおりです。

1)通話料／通信料
音声通話料
TV コール通信料
ソフトバンク国際電話サービス通話料⾦（音声、TV コール）
世界対応ケータイ料⾦（音声、TV コール、SMS、S!メール（MMS）、ウェブ、モバイルデータ通信）
SMS 送信料
国際 SMS 送信料
パケット通信料
S!メール（MMS）送信・読出料
国際 S!メール（MMS）送信・読出料
ウェブ通信料
64K デジタルデータ通信料
アクセスインターネット通信料
データ通信専⽤通信料
通話基本プラン
通話定額基本料
通話定額ライト基本料
通話定額基本料(ケータイ)
通話定額ライト基本料(ケータイ)
タブレット基本料
（タブレット専⽤）ベーシックデータ定額プラン for 4G 基本料
モバイルデータ通信向け料⾦プラン基本料(※) など
※ モバイルデータ通信向け料⾦プランとは、データフラットプラン、データフラットプラン for ULTRA SPEED、4G データし放題フラット、
4G データし放題フラット+、4G／LTE データし放題フラット、Wi-Fi ルータープラン、Wi-Fi ルータープラン（高速）、データ定額プラン、
データ従量プラン、データバリューパックスーパー、データバリューパックミドル、データバリューパックレギュラー、法人データプラン、
法人データ通信プランフラット（4G/LTE）、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（ULTRA SPEED）、
法人データ通信プランフラット（ULTRA SPEED）をさします。
2)定額料
データ定額 50GB プラス
データ定額ミニモンスターデータ定額ミニ 1GB
データ定額ミニ 2GB
データ定額 5GB
データ定額 20GB
データ定額 20GB(U18)
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データ定額 30GB
データ定額 50GB
データ定額パック・標準(8)
データ定額パック・⼤容量(10)
データ定額パック・⼤容量(15)
データ定額パック・⼤容量(20)
データ定額パック・⼤容量(30)
データ定額（3G ケータイ）
データ定額 S（3G ケータイ）
データ定額 S（4G ケータイ）
データ定額（3G スマホ）
データ定額パック(シンプルスマホ)
法人データシェア専⽤パック（10）
法人データシェア専⽤パック（15）
法人データシェア専⽤パック（20）
法人データシェア専⽤パック（30）
法人データシェア専⽤パック（50）
法人データシェア専⽤パック（70）
法人データシェア専⽤パック（100）
法人データシェア専⽤パック（150）
法人データシェア専⽤パック（200）
法人データシェア専⽤パック（250）
法人データシェア専⽤パック（300）
法人データシェア専⽤パック（400）
法人データシェア専⽤パック（500）
法人データシェア専⽤パック（700）
法人データシェア専⽤パック（1000）
法人データシェア専⽤パック（1500）
法人データシェア専⽤パック（2000）
法人データシェア専⽤パック（3000）
シンプルパック
パケットし放題フラット for 4G LTE/4G
パケットし放題 for 4G LTE/4G
パケットし放題フラット for スマートフォン
パケットし放題 S for スマートフォン
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 S for 4G ケータイ
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パケットし放題フラット
パケットし放題
パケットし放題 S
パケットし放題 for スマートフォン
パケット定額（オレンジプラン／ブループラン）
パケット定額ライト、パケット定額フル（ブループラン）
パケット割引
指定割引（オレンジプラン／ブループラン）
ハッピーパケット（ホワイトプラン／ゴールドプラン）
海外パケットし放題
W ホワイト
衛星電話バリュープラン／衛星電話プラン基本料
衛星通信料割引オプション
ホワイト法人
ホワイトライン２４[モバイル]
ホワイトオフィスなど
3)月額使⽤料
ウェブ使⽤料
定額オプション
準定額オプション
S!電話帳バックアップ
E メールサービス
留守番電話プラス
留守番電話２０
割込通話
通話料明細書
ナンバーブロック
グループ通話
三者通話
ケータイ基本パック（旧︓ 基本オプションパック）
スマートフォン基本パック
法人基本パック
法人基本パックプラス
スマートフォン法人基本パック
あんしん保証パック
一定額ストップサービス
請求先分割サービスなど
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４)手数料
契約変更手数料
機種変更手数料
電話番号変更手数料
USIM 再発⾏手数料



通話料明細書発⾏手数料など「通話基本プラン」の 2 年契約（自動更新）または 2 年契約（フリープラン）にご加入の場合、月月割は適
⽤されません。



月月割は、新スーパーボーナス加入後 2 ヶ月目から開始され、申込内容確認書の月月割内容欄に記載した回数をもって終了となります。



月月割対象の合計⾦額が月月割額（上限）よりも少ない場合には、月月割対象合計⾦額のみの割引となります。



一括払いをご選択いただいた場合にも、月月割は適⽤されます。



月月割は、ご契約いただいているデータ（パケット）定額サービスの加入状況により、変動いたします。また、App Pass 対応機種については、
App Pass の加入状況によっても変動いたします。



月月割は新規加入・機種変更時にお申し込みいただいた基本料、データ（パケット）定額サービスの区分（下表のとおり）、携帯電話の機種
とそのご購入時期、MNP/非 MNP による加入状況などにより決定され、ご契約いただく内容によっては適⽤されない場合もあります。機種変更
の場合で、前回の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ご購入された場合は、前回の機種変更からの期間も
加味し決定されます。また、App Pass 対応機種については、App Pass の加入状況も加味し決定されます。なお、EMOBILE 4G-S 携帯電
話、ウィルコムスマートフォンおよびスマホプラン S/M/L（タイプ 1・タイプ 3）対応のワイモバイル機種からの MNP は、月月割の割引の条件にお
いては、非 MNP として取り扱います。

【データ（パケット）定額サービス区分】
データ（パケット）定額サービス区分
フラット定額

区分 1

適⽤されるデータ（パケット）定額サービスの種類
データ定額ミニモンスター、データ定額 50GB プラス、

※データシェアの子回線

データ定額ミニ 2GB、データ定額 5GB、データ定額 20GB、データ定額 20GB(U18)、

含む

データ定額 30GB、データ定額 50GB、データ定額パック・標準(8)、データ定額パック・⼤容量(10)、
データ定額パック・⼤容量(15)、データ定額パック・⼤容量(20)、データ定額パック・⼤容量(30)、
データ定額(3G ケータイ)、データ定額 S （3G ケータイ）、データ定額 S （4G ケータイ）、データ定額
(3G スマホ)、データ定額パック(シンプルスマホ)、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、パケットし放題フラット for スマートフォン、パケットし放題フラット for シンプルスマホ、
Wi-Fi バリュープラン専⽤パケット定額、パケット定額(ブループラン)、パケット定額フル(ブループラン)
区分 2

その他パケット定額

データ定額ミニ 1GB
パケットし放題 for 4G LTE/4G、パケットし放題 S for スマートフォン、パケットし放題、
パケットし放題 for スマートフォン、パケットし放題 for スマートフォン（キャンペーン）、パケットし放題 S、
パケットし放題(ホワイト学割)、パケット定額(オレンジプラン)、パケット定額ライト、

未加入


パケット割引加入、またはデータ（パケット）定額サービス未加入

月月割適⽤期間中における毎月の月月割の⾦額は、前請求月の締⽇時点（※１・※２・※3）で適⽤となっているデータ（パケット）定額
サービスの区分に応じて決定されます。また、App Pass 対応機種については、前請求月の締⽇時点（※１・※２）での App Pass の加入
状況も加味し決定されます。
※1 初回の月月割の⾦額は、割引適⽤開始となる請求月の締⽇時点のご契約状況により決定されます。新規加入・機種変更後、月月割
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適⽤開始となる請求月の締⽇時点までに、データ（パケット）定額サービスの区分変更をした場合、また、App Pass 対応機種については、
App Pass を解除した場合、月月割は申込内容確認書の月月割内容欄に記載の⾦額から変更となる場合があります。
※2 2017 年 10 月以降は、当該請求月の締⽇時点のご契約状況により決定されます。
※3 「通話基本プラン」にご加入の場合は、※１※2 にかかわらず、新規加入・機種変更時にお申し込みいただいた料⾦サービスに応じて月月
割の有無および⾦額が決定されます。なお、当該請求月の締⽇までに月月割対象外のサービスに変更するお申し込みを⾏った場合、月月割が
減額または割引の終了となることがあります。


月月割適⽤期間中に機種変更／解約された場合、月月割の適⽤はこれらの申し込みがなされた⽇の属する請求月の前請求月をもって終了
いたします。



月月割適⽤期間中にデータ（パケット）定額サービスの区分変更をされますと、月月割が減額もしくは終了となる場合があります。また、App
Pass 対応機種については、App Pass の解除をされた場合も月月割が減額となる場合があります。月月割が減額もしくは終了となった後に、
再度元のデータ（パケット）定額サービスに変更、または App Pass に再度加入した場合も、月月割は増額または再開されません。
なお、月月割が減額もしくは割引の終了となる場合の変更後の⾦額が適⽤となる時期は、以下のとおり 2017 年 9 月以降順次変更となりま
す。変更⽇はお客様のご請求締⽇およびお手続きの内容で異なります。

【適⽤時期】
手続き内容

変更前

変更後

データ（パケット）定額の区分変更

申込⽇が属する請求月の翌々請求月から適⽤

申込⽇が属する請求月の翌請求月から適⽤

App Pass の解除

申込⽇が属する請求月の翌請求月から適⽤

申込⽇が属する請求月から適⽤

【変更⽇】
ご請求締⽇

データ（パケット）定額の変更／解除

App Pass の解除

毎月月末

2017 年 9 月 1 ⽇お申し込み分から

2017 年 10 月 1 ⽇お申し込み分から

毎月 10 ⽇

2017 年 9 月 11 ⽇お申し込み分から

2017 年 10 月 11 ⽇お申し込み分から

毎月 20 ⽇

2017 年 9 月 21 ⽇お申し込み分から

2017 年 10 月 21 ⽇お申し込み分から



月月割の⾦額については当社ホームページにてご確認ください。

＜iPhone5s、iPhone5c 向け月月割の改定について＞
※2015 年 6 月 30 ⽇（火）をもちまして、受付を終了致しました
下記期間中に、当社指定の機種をご購入の場合、従来の区分とは異なる以下のデータ（パケット）定額サービス区分に応じて、月月割の⾦額を変
更いたします。
【対象期間】

2014 年 11 月 1 ⽇(土) 〜 2015 年 6 月 30 ⽇（火）

【対象機種】

iPhone5s、iPhone5c

【適⽤条件】

1．上記対象期間中に、iPhone5s、iPhone5c へ新規(MNP 含む)、機種変更、契約変更を⾏うこと
2．対象機種の移動機の購入を伴うこと(移動機購入後、再加入は適⽤不可といたします)

【解除条件】

1．当該回線を解約した場合
2．対象外のプランへ変更した場合

【区分】 (データシェア子回線の場合…加入時に選択したシェア解除時に設定されるデータ（パケット）定額サービス)
データ（パケット）定額サービス区分
区分 1

適⽤されるデータ（パケット）定額サービスの種類
データ定額パック・⼤容量(10)、データ定額パック・⼤容量(15)、データ定額パック・⼤容量(20)、
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データ定額パック・⼤容量(30)、データ定額 30GB
区分 2

データ定額 5GB、データ定額 20GB

区分 3

データ定額ミニ 1GB、データ定額ミニ 2GB、パケットし放題フラット for 4G LTE、
パケットし放題 for 4G LTE

区分 4

未加入



新規加入時/機種変更時に、申し込みをされたデータ（パケット）定額サービスによって、適⽤される月月割が異なります。



新規加入・機種変更後、月月割適⽤開始となる前請求月末までにデータ（パケット）定額サービスの種類変更を⾏うと、月月割の⾦額は申
込内容確認書記載の月月割の⾦額から変更となる場合があります。
月月割終了までの間にデータ（パケット）定額サービスの変更や解除をされますと、変更や解除が適⽤された翌請求月から月月割が減額もしく
は割引の終了となる場合があります。

＜スーパーボーナス／特別契約にご加入のお客さまへ＞
スーパーボーナス／特別契約にご加入のお客さまが料⾦プランを通話基本プラン、通話定額基本料、通話定額ライト基本料、通話定額基本料(ケー
タイ)、通話定額ライト基本料(ケータイ)、ホワイトプラン、標準プランなどへ変更される場合、スーパーボーナス特別割引もしくは特別契約割引は、月
月割に変更となります。
なお、月月割にて割引する⾦額・回数は、スーパーボーナス特別割引もしくは特別契約割引の割引⾦額・回数が引き継がれます。



新スーパーボーナスの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（https://www.softbank.jp）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、または衛星通信サービス契約約款の規定を適⽤します。また、
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。
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