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PayPay カード支払特典/PayPay カード ゴールド特典 提供条件書  

 

PayPay カード支払特典（以下「支払特典」といいます。）及び PayPay カード ゴールド特典（以下「ゴールド特典」とい

い、支払特典と併せて「本特典」といいます。）は、ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）が定める適用条件を

満たしたお客さまに対し、所定のソフトバンクポイントを付与する特典です。  

 

■本特典の概要 

本特典は、本特典の対象となるサービス（以下「対象サービス」といいます。）のご利用料金の支払方法を PayPay カ

ード又は PayPay カード ゴールドに設定している方が、本提供条件書に定める適用条件を満たしている場合に、所定の

ソフトバンクポイントを付与するものです。 

 

■本特典の対象サービス 

対象サービスは、それぞれ以下のとおりです。ただし、対象サービスに関する料金のうち、別紙に定める料金は、本特典の対象

外です。 

① 支払特典 

(1) 当社が「ソフトバンク」「ワイモバイル」又は「LINEMO」として提供する携帯電話サービス（iPad/タブレット、モバイル

データ通信を含みます。以下、同様とします。） 

※LINE モバイル、プリペイド携帯電話サービス、衛星通信サービス等、対象外のサービスがあります。 

(2) 当社が「SoftBank 光」又は「SoftBank Air」として提供する固定通信サービス（ただし、上記(1)のご利用料金

と合算請求されている場合に限ります。） 

② ゴールド特典  

(1) 当社が「ソフトバンク」又は「ワイモバイル」として提供する携帯電話サービス 

※LINEMO、LINE モバイル、プリペイド携帯電話サービス、衛星通信サービス等、対象外のサービスがあります。 

(2) 当社が「SoftBank 光」又は「SoftBank Air」として提供する固定通信サービス（ただし、上記(1)のご利用料金

と合算請求されている場合に限ります。） 

(3) SB パワー株式会社が「おうちでんき」又は「自然でんき」として提供するでんきサービス（ただし、上記(1)のご利用

料金と合算請求されている場合に限ります。） 

 

■本特典の適用条件 

支払特典及びゴールド特典の適用条件は、それぞれ以下のとおりです。 

① 支払特典 

• 対象サービスのご利用料金の支払方法を PayPay カード又は PayPay カード ゴールドに設定していること。 

• 「本特典の対象サービス」①（１）記載の対象サービスを個人契約でご利用されていること。 

② ゴールド特典 

• PayPay カード ゴールドを保有していること。 

• 対象サービスのご利用料金の支払方法を PayPay カード ゴールドに設定していること。 

• 「本特典の対象サービス」②（１）記載の対象サービスを個人契約でご利用されていること。 
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■本特典の提供期間 

2022年 11月 24日 ～ 終了時期未定 

※支払方法を PayPay カードに設定している場合の支払特典は、2022 年 12 月 1 日以降のご利用分からが対象とな

ります。 

※本特典の提供を終了する場合、決まり次第、当社ホームページ等でお知らせいたします。 

 

■本特典の内容 

適用条件を全て満たしたお客さまに対し、当該適用条件を満たした翌月以降に以下の特典を付与いたします。 

※ご利用料金の支払いが確認されない場合は、特典が付与されません。 

※対象サービスに関する料金のうち、別紙に定める料金は、本特典の対象外です。 

※付与されるソフトバンクポイントは、PayPayポイントへの交換が可能です。交換方法は、こちら

（https://www.softbank.jp/mobile/point/）をご確認ください。なお、PayPayポイントは出金・譲渡不可。

PayPay/PayPay カード公式ストアでも利用可能です。 

①支払特典 

（１）携帯電話サービスの利用による付与  

「ソフトバンク」「ワイモバイル」又は「LINEMO」の各月におけるご利用料金のうち、基本料・ウェブ使用料・データ定額

サービス定額料、通話・通信料の合計額（各種割引サービス等が適用される場合は、適用後の金額）に応じて、

1,000 円（税抜）につき、以下のソフトバンクポイントを付与します。 

ご利用の携帯電話サービス 付与ポイント 

ソフトバンク 15 ポイント 

ワイモバイル／LINEMO 10 ポイント 

※1,000 円未満の金額は切り捨てとなります。以下、付与ポイントの計算について同様です。 

（２）固定通信サービスの利用による付与  

「SoftBank 光」又は「SoftBank Air」の各月におけるご利用料金（各種割引サービス等が適用される場合は、適用後

の金額）に応じて、1,000 円（税抜）につきソフトバンクポイント 10 ポイントを付与します。 

 

②ゴールド特典 

（１）携帯電話サービスの利用による付与  

「ソフトバンク」又は「ワイモバイル」の各月におけるご利用料金（複数回線に係る携帯電話サービスのご利用料金を

まとめてお支払いしている場合、PayPay カード ゴールドを保有している方がご契約されている回線のみが対象で

す。）のうち、基本料・ウェブ使用料・データ定額サービス定額料、通話・通信料の合計額（各種割引サービス等が

適用される場合は、適用後の金額）に応じて、1,000 円（税抜）につき、以下のソフトバンクポイントを付与しま

す。 

ご利用の携帯電話サービス 付与ポイント 

ソフトバンク 85 ポイント 

ワイモバイル 20 ポイント 

（２）固定通信サービスの利用による付与  

「SoftBank 光」又は「SoftBank Air」の各月におけるご利用料金（各種割引サービス等が適用される場合は、適

用後の金額）に応じて、1,000 円（税抜）につきソフトバンクポイント 90 ポイントを付与します。 

（３）でんきサービスの利用による付与  
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「おうちでんき」又は「自然でんき」の各月におけるご利用料金（各種割引サービス等が適用される場合は、適用後

の金額）に応じて、1,000 円（税抜）につきソフトバンクポイント 15 ポイントを付与します。  

 

【暫定的な特典付与】 

上記「本特典の内容」の記載にかかわらず、2022年 11月 24日から 2023年 6月末（予定）までの間は、暫定的

に、以下のとおり変更して特典を付与します。 

• 複数回線に係る携帯電話サービスのご利用料金をまとめてお支払いしている場合、同一請求に含まれるすべての回線につ
いて、本特典を付与します。 

• 複数回線に係る携帯電話サービスのご利用料金をまとめてお支払いしている場合、固定通信サービス及びでんきサービスの
ご利用料金に対する本特典は、同一請求に含まれる回線数で等分し（小数点以下切上げ）、同一請求に含まれる各

回線について付与します。 

 

■本特典の解除条件 

以下いずれかに該当した場合、当月以降（ただし、以下の（２）に該当する場合は翌月以降）の対象サービスご利用に係

る本特典は付与されません。また、以下の（１）に該当した場合、当該時点で付与されていない特典があったとしても、当該特

典を受け取ることはできません。なお、以下の（１）に該当した場合、その時点で残存するソフトバンクポイントも失効し、ポイン

ト付与の履歴等も確認することができなくなります。 

（１）「ソフトバンク」、「ワイモバイル」又は「LINEMO」を解約した場合（ただし、「ソフトバンク」、「ワイモバイル」又は

「LINEMO」間での番号移行を除く。） 

（２）「ソフトバンク」、「ワイモバイル」又は「LINEMO」を譲渡した場合 

（３）PayPay カード株式会社が提供する PayPay カード及び PayPay カード ゴールドを解約した場合（ただし、

PayPay カード又は PayPay カード ゴールドの解約後も支払特典の適用条件を満たす場合は、支払特典の付

与は継続する。） 

（４）携帯電話サービスの支払方法を PayPay カード及び PayPay カード ゴールドから別の支払方法に変更した場合 

 

■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、特典内容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（契約者回線又は当社電気通信設備から送信された数字、記号及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、又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、当社が定める個品割賦購入約款の規定を適用します。なお、これらの約款と本提供条件書の内容が矛盾又は抵

触する場合、本提供条件書の内容が優先的に適用されるものとします。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  

2022 年 11月 24日作成 

2022 年 11月 25日更新 
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2023 年 2月 3日更新 

2023 年 4月 27日更新 

 

ソフトバンク株式会社  
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別紙 

 

以下に定める料金については、本特典の対象外となります。 

※なお、当社キャンペーン等により、対象外となる料金が追加・変更される場合があります。 

 

（１）携帯電話サービス 

• 携帯電話機の分割支払金／賦払金  

• 各種手数料、一部通話料、サービス利用料等  

「契約事務手数料」、「機種変更手数料」「USIMカード再発行手数料」「電話番号変更手数料」「電話番号・メー

ルアドレスお預かりサービス契約事務手数料」などの事務手数料、更新月以外の解約などによる「契約解除料」、

「104 番号案内電話料金」「0570（ナビダイヤル）通話料」、「ソフトバンクカード発行手数料」、「消費税」、「ユニ

バーサルサービス料」、「電話リレーサービス料」、「寄付金」など当社が指定するサービスにて発生する料金 

• 一部の iPad、タブレット、モバイルデータ通信の料金プラン等  

ソフトバンク 

「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」「法人データ通信プラン

（ULTRA  SPEED）」「法人データ通信プランフラット（ULTRA SPEED）」「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フラット(4G/LTE)」「法人データプラン」「データ定額プラン」「データ従量プラン」「デー

タフラットプラン S」「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）」

の定額料・通信料及び「4G データ通信基本料」、 「（iPad 専用）ベーシックデータ定額プラン」「（iPad 専用）ベ

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

2」「（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」

「（iPad 専用）データ定額プラン」「（iPad専用）プリペイドプラン」「（タブレット専用） ベーシックデータ定額プラ

ン for 4G」「（タブレット専用）ベーシックデータ定額プラン for 4GLTE」「タブレット基本料」「法人タ ブレット基本

料」「スマートデバイスプラン」「スマートデバイスプラン（年契なし）」の定額料・基本料・通信料及び「ウェブ使用 料」

「データシェアプラス月額料」「スマートデバイスシェア月額料」、「タブレット基本料」「法人タブレット基本料」「スマートデ

バイス プラン」「スマートデバイスプラン（年契なし）」で「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 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）」等にご加入の場合 の定額料。また、上記料金サービスにご加入で「アメリカ放題」「海外パケット

し放題」が適用の場合、「アメリカ放題」サービス 利用料、「海外パケットし放題」定額料、通信料・通話料、コンテン

ツ利用料、その他の料金 

ワイモバイル 

当社ホームページ（https://www.ymobile.jp/s/L9OSW）に定めます。 

• その他の製品の料金プラン等  

「シンプルオレンジ」「パケット専用低速プラン」「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」「フォトビジョン法

人パック」 「みまもりホームセキュリティ専用プラン」「みまもり GPS 専用プラン」「スマート体組成計専用プラン」の基本

料・通信料及び「ウェブ使用料」「ウェブ基本料（パケット専用低速プラン用）」「フォトビジョン E メールサービス」 等 

• 一部のオプションサービス等  

ソフトバンク 
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「ソフトバンクアフターサービス」「スーパー安心パック」「あんしん保証パック」「あんしん保証パックプラス」「あんしん保証パ

ック(i)」 「あんしん保証パック(i)プラス」「あんしん保証パックライト」「あんしん保証パック with 

AppleCareServices」「あんしん保証パックネクスト」「あんしん保証パックミニ」「AppleCare+ for iPad」

「AppleCare+ for iPhone」「iPhone セキュリティパック」「スマートフォンセキュリティパック」「iPad セキュリティパック」

「タブレットセキュ リティパック」「4G ケータイセキュリティパック」「ケータイ基本パ ック」「ケータイ基本パック for 4G ケー

タイ」「スマートフォン基本パック」「iPhone 基本パック」「あんしんファミリーケータイ基本パッ ク」「タブレット基本パック」

等の月額使用料  

ワイモバイル 

「持込端末保証 with AppleCareServices」「持込端末保証」「故障安心パックプラス」「故障安心パックライト」

「AppleCare+ for iPhone」「ケータイ基本パック」「iPhone セキュリティパックプラス」「スマートフォンセキュリティパッ

クプラス」等の月額使用料 

LINEMO 

「持込端末保証 with AppleCareServices」「セキュリティパックプラス」等の月額使用料 

• その他サービス等  

「とく放題」「ブック放題」「Netflix」「LINE MUSI for SoftBank」「ホワイト BB」「チャリティホワイト」「チャリティスマイ

ル」「法人フォト管理サービス」「Wi-Fi アクセス for ビジネス」「法人みまもり 管理サービス」、「機種変更先取りプログ

ラム」、「トクするサポート」のプログラム利用料、モバイル端末レンタルサービス条項等で 別途定めるレンタルサービス料

金、「コンテンツ利用料」、「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い利用料」、「ソフトバンクかんたん保険」、キャンペ

ーン適用料等の月額使用料 

 

（2）でんきサービス 

• 以下に定めるでんきサービスの料金プラン 

「スタンダード S」「スタンダード L」「スタンダード X」「バリュープラン」「バリュープラン S」「バリュープラン L」「プレミアムプラ

ン」「プレミアムプラン S」「プレミアムプラン L」「くらしでんき」の電気料金 


