
ソフトバンクカード
ユーザーガイド

国内・海外あわせて3,800万店のVisa加盟店で使える

Tポイントが貯まる

入会費・年会費無料

保存版



ソフトバンクカード!
使いこなそう!

カードに チャージ
いつでも必要な分だけ
チャージOK

P.5-6

Card

お店・ネットで お買い物
国内・海外あわせて
3,800万店の
Visa加盟店で使える

P.7

Tポイントが 貯まる・使える
使えば使うほど
Tポイントが貯まる

バリューを おくる
カード会員さまや
金融機関口座におくれる

P.10

バリューを もらう
カード会員さまから
もらえる

P.11

P.8
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POINT 1

POINT 2

POINT 3

ソフトバンクカードとは

カード番号（16桁）
カード有効期限（月／年）
カード名義
ソフトバンクカードの名義欄はSOFTBANK CUSTOMER
とあらかじめ印字されております。お客さまご自身のお名前
は印字されておりません。ソフトバンクカードの再発行時な
ど一部の場合に限り、お客さま氏名がアルファベットで印字
されている場合があります。
Tカード番号（16桁）

セキュリティコード
インターネットでのお買い物の際、必要です（一部加盟店を
除く）。

ソフトバンクカードID

Visa加盟店で使える!
国内・海外あわせて3,800万店でお買い物できます。

Tポイントが貯まる!
毎日のお買い物200円（税込）で
1ポイントがどんどん貯まります。

ソフトバンクカードは、事前にチャージしてお買い物する、
 プリペイド（前払い式）カードです。  

入会費・年会費無料!

P.6
「クレジット機能（おまかせチャージ）」をご利用
で、お買い物で貯まるポイントが2倍に！

クレジット
機能

（おまかせ
チャージ）

カードをお受け取りになったら、必ずはじめにご
署名ください。

ご
署
名
欄 ※署名のないものはご利用できませんのでご注意ください。

POINT 4

ソフトバンクカードは、12歳以上からご利用できます。
※未成年の方は親権者の方とご相談のうえお申し込みください。

ソフトバンクカードは、Tカードとしてもご利用できます。

バリューをおくれる!
バリューを他のソフトバンクカード会員さまや
国内の金融機関口座におくることができます。



ご利用の前に
My SoftBankにはソフトバンクカードを便利に利用できるカード会員さま専用ページ
があります。必ずご確認ください。

カード会員さま専用ページでできること

●チャージ
●カードのチャージ残高の確認
●カードのご利用明細の確認
●保有Tポイントの確認

My SoftBankにアクセスする

●パソコン・スマートフォンよりアクセスしてください。

URL https://my.softbank.jp/

Card

¥10,000

1

2 「メニュー」を選択

3 「カード」を選択

スマートフォンから
My SoftBankへ
アクセス

4 カード会員さま専用
ページが表示

チャージの詳細はP.5-6を
ご確認ください。

さっそくカードにチャージして
お買い物をしよう!

安心・安全に使えるしくみ

Visaの本人確認サービスに対応
My SoftBankのカード会員さま専用ページからご
自身でパスワードを設定することで、ネットショッピ
ングを安心してご利用できます。

SMSでお知らせ
チャージ完了などをSMSでお知らせ。

ワンタイムパスワード
チャージや情報変更の際に、パスワードで本人認証を
行い、ご本人以外による操作を防ぎます。

●他のカード会員さまや国内の
金融機関口座にバリューをお
くる
●バリューをもらう

●お客さま情報の照会・変更

https://my.softbank.jp/


チャージ方法（My SoftBankから）
ソフトバンクカードへのチャージ方法は5種類からお選びいただけます。

※ソフトバンクカードにチャージできるポイントは、付与が確定したポ
イントが対象です。付与見込みのポイントはチャージできませんのでご
了承ください。

※口座振替でのお支払いの場合は、上限はお客さまのご利用可能額の範
囲、下限は500円となります。

チャージした額を月々のケータイのご利用料金とまとめて
お支払いいただくチャージ方法です。

ケータイ料金と
まとめてお支払い!

ソフトバンクカードで貯めたTポイントをチャージして、
Visa加盟店でお買い物できます。
100ポイントあたり85円相当でチャージできます。

ソフトバンクまとめて支払いチャージ

貯めたポイントを使って
チャージ

Tポイントでチャージ

事前チャージ
1回あたりのチャージ限度額

チャージ単位

必要

下 限上 限

4,000円10,000円1,000円単位

事前チャージ
1回あたりのチャージ限度額

チャージ単位

必要

下 限上 限

100ポイント100ポイント単位

月々のケータイのご利用料金のお支払い方法が、Visa、
MasterCard、口座振替である必要があります。

※ソフトバンクまとめて支払いをご利用いただくにあたり、1ヵ月あ
たりのご利用可能額が設定されています。詳細はソフトバンクホーム
ページをご確認ください。

※初回は口座振替契約が必要となります。
※口座振替設定をしてください。

すでにお持ちのジャパンネット銀行口座から、口座振替設
定してチャージする方法です。
手数料は無料でご利用いただけます。

お客さまのジャパンネット銀行
から口座振替してチャージ

口座振替チャージ（ジャパンネット銀行）

事前チャージ
1回あたりのチャージ限度額

チャージ単位

必要

下 限上 限

100,000円 1,000円1,000円単位
月10回まで

あらかじめお客さまによるチャージが必要です。ただし、クレジット機能（おまか
せチャージ）は、事前チャージが不要です。

ソフトバンクカードはプリペイド（前払い式）
カードです。



クレジット機能（おまかせチャージ）なら、事前にチャージす
ることなく、お店でスピーディーにお買い物ができます。

［お申し込み］必要

※「クレジット機能（おまかせチャージ）」はワイジェイカード株式会社が提供するサー
ビスです。
※ご利用にあたり、審査をさせていただきます。
※審査結果により、クレジット機能（おまかせチャージ）をご利用いただけない場合があ
りますのでご了承ください。
※クレジット機能（おまかせチャージ）は、満18歳以上（高校生除く）の方にお申し込みい
ただけます。
※お買い物できる「クレジット機能（おまかせチャージ）ご利用可能枠」はお客さまによ
り異なります。

残高を気にせず
お買い物ができる

クレジット機能
（おまかせチャージ）おすすめ

ソフトバンクカードでのお買い物100円
（税込）ごとに1ポイント付与！
（通常はお買い物200円（税込）ごとに1ポイント）

通常の
2倍貯まる1ポイント100

円

※振り込みにかかる日数は、各金融機関が定めるスケジュールにより
ます。
※銀行振り込みには手数料がかかる場合があります。詳細は各金融機
関へお問い合わせください。
※ソフトバンクカードのチャージ残高への反映に時間がかかる場合
があります。

金融機関口座から、お客さま専用に割りあてられた
チャージ用の銀行口座（ジャパンネット銀行）に振り込む
ことでチャージする方法です。
チャージ専用の銀行口座の情報は My SoftBank の
カード会員さま専用ページからご確認ください。

いつもご利用の
金融機関口座からチャージ

銀行振込チャージ
BANK

事前チャージ
1回あたりのチャージ限度額

チャージ単位

必要

上 限

チャージ後の残高が
100万円を超えない範囲

1円単位

チャージ方法（My SoftBank以外から）
ソフトバンクカードへのチャージ方法は5種類からお選びいただけます。

おまかせチャージクレジット機能
（おまかせチャージ）



お支払完了！

このマークの付いた Visa加盟店および、
インターネットショッピングでご利用いただけます。

1

3

2

お支払完了！

※一部ご利用いただけない店舗・サービスがあります。（各種公共料金
など月々の料金のお支払い、ガソリンスタンド、高速道路料金、ホテルや
レンタカーなどデポジット（前受金）を目的としたサービス、飛行機の機
内販売、有料放送料金、一部タクシーなど）ただし、クレジット機能（おま
かせチャージ）にご契約いただくと基本的にこれらのお店、サービスで
もご利用いただけます。 
※Visa加盟店では、ソフトバンクカードのチャージ残高をご確認いた
だけません。バリューはMy SoftBankのカード会員さま専用ページか
らご確認いただけます。
※月額課金を行う一部ネットショッピングではご利用いただけない場
合があります。

【後リボについて】
※後リボのご利用には手数料が発生いたします。
※My SoftBankのカード会員さま専用ページより後リボのご利用手続
きを行ってください。

カード名義や、セキュリティコードなどの詳細は
P.3のカードの記載情報をご確認ください。

事前にチャージを忘れずに！
※クレジット機能（おまかせチャージ）をご契約済みならチャージは不要です。

事前にチャージを忘れずに！
※クレジット機能（おまかせチャージ）をご契約済みならチャージは不要です。

2

クレジットカード払いを指定してください。

1 お支払い時にカードを提示してください。

カード名義人の入力が必要な場合は、
お客さまの氏名をローマ字など指定された
様式でご入力ください。

お支払い画面でカード番号を入力し、必ず
「1回払い」を選択してください。

必ず「1回払い」をご指定ください。
※お支払い時に分割払い、リボ払い、ボーナス払い
をご指定いただくことはできません。

店舗で利用する

ネットショッピング
で利用する

カード名義ご本人さまのみご利用いただけます。

お支払いができない場合は　　「チャージ残高が不足 」
　 「1回払いを指定していない」可能性がありますので
ご確認ください。

お支払いができない場合は　　「チャージ残高が不足 」
　 「1回払いを指定していない」可能性がありますので
ご確認ください。

お買い物した後でも自分が支払いたい
金額に変更できます。

最低支払金額（5,000円～）でお支払いできます。

10,000円 10,000円
2ヵ月目1ヵ月目

Card

1回払いで
お願いします!

お支払い金額を指定できる「後リボ」
「クレジット機能（おまかせチャージ）」ご契約の場合、
ご利用いただけます。

後リボ
なら

¥30,000

¥10,000

カードでのお買い物方法
国内・海外あわせて3,800万店のVisa加盟店でお買い物ができます。

※レシートには「クレジット」と印字される場合がありますが、ご利用額
はお客さまのソフトバンクカードのチャージ残高からすぐに引き落と
されます。

お支払い後、ご利用に応じてTポイントが貯まります。

10,000円
3ヵ月目

…



※現金払いなど、ソフトバンクカードをお支払いに利用しない場合でも、ご利用先が
Ｔポイント提携先の場合、カードをご提示いただくことで、ご利用金額に応じたＴポ
イントが貯まります。

※ソフトバンクカードでのお支払いの場合は、利用料金には機種代金等も含まれるため、
3倍以上になることもあります。
※クレジット機能（おまかせチャージ）契約済みの方のみ、ソフトバンクケータイの通信
料の支払い方法としてソフトバンクカードを設定いただけます。
※ポイント付与対象外となる料金プランや注意事項など詳細はソフトバンクホーム
ページをご確認ください。

全国のVisa加盟店のお支払いでソフトバンク
カードを利用するとＴポイントが貯まります。

ソフトバンク携帯電話の
ご利用料金で貯める

Tポイントを貯める

ソフトバンク携帯電話のご利用金額に応じて、ソフトバンク
カードにＴポイントが貯まります。
（Tカード番号の登録が必要です）

ソフトバンクカードの
お買い物で貯める

1,000円=5ポイント
通信料で貯める

ケータイ通信料8,000円の場合

1,000円=5ポイント
通信料で貯める

100円（税込）=1ポイント
お支払いで貯める

Card
¥10,000

通 常

※Ｔポイント提携先により貯まるＴポイント数が異なります。

Ｔポイント提携先でご利用すれば、金額に
応じてさらにポイントが貯まります！

さらに
ポイントが

Wで
貯まる

クレジット機能
（おまかせチャージ）

40ポイント

40ポイント 80ポイント 120ポイント

通 常

クレジット機能
（おまかせチャージ）

1ポイント

1ポイント

200
円

100
円

2017年6月の携帯電話ご利用分から、Tポイントを
貯めるにはTカード番号の登録が必要となります。
詳細はコチラから
http://www.softbank.jp/mobile/point/t-card/linkage/

Tポイントを使う

貯めたＴポイントを、毎月の携帯電話のご利用料金や
機種変更時の機種代金、アクセサリー購入などの
お支払いに使えます。ご利用にあたりお手続きが必要です。
※詳細はソフトバンクホームページをご確認ください。

ソフトバンクカードに貯めたTポイントは、事前に
100ポイント→85円相当でチャージしてVisa加盟店での
お支払いにご利用いただけます（100ポイント単位）。
※チャージ詳細は、P.5をご確認ください。

※ソフトバンクカードによるお支払いで貯まったTポイントはMy
SoftBankのカード会員さま専用ページにてご確認いただけます。保有T
ポイントの詳細をご確認される場合は、Tサイト「Tポイント／ Tカード」
（http://tsite.jp/）にてご確認いただけます。

全国のＴポイント提携先で、貯めたＴポイントをご利用いただけます。
ご利用方法は各提携先へお問い合わせください。

ソフトバンク携帯電話の
ご利用料金として使う

ソフトバンクカードに
チャージして使う

Tポイント提携先で使う

提携先
一例

Card

携帯電話の
ご利用料金 1円1ポイント

Tポイント 加盟店で使える！

Tポイントが貯まる！使える！
Tポイントは、貯め方、使い方いろいろ。かしこく貯めて、おトクに使おう!

http://www.softbank.jp/mobile/point/t-card/linkage/
http://tsite.jp/


●2016年1月1日以降にソフトバンクカードのご契約が完了された会員さま
の「海外ATMでの引き出し」ご利用にあたりましては、マイナンバー関連法の
施行に伴い、ご利用前に会員さまの個人番号（マイナンバー）を確認させてい
ただきます。
ご利用をご希望の会員さまは、お手数ですがユーザーガイド末尾に記載して
おりますソフトバンクカード コールセンターへご連絡をお願いいたします。
●次のお客さまは現金バリューをご利用いただけません。
銀行振込チャージ、口座振替チャージでチャージされたバリューでチャージ
された場合も、プリペイドバリューにチャージされます。
・2016年9月29日以降ソフトバンクカードをお申し込みいただき、クレジット
機能（おまかせチャージ）のご契約のないお客さま
・2016年9月29日までにソフトバンクカードをお申し込みいただきました一
部のお客さま

プリペイドバリューとは

「ソフトバンクまとめて支払いチャージ」「Ｔポイントでチャー
ジ」「クレジット機能（おまかせチャージ）」でチャージできるバ
リューです。なお、現金として引き出すことはできません。

「Visa加盟店でのお買い物」「他のソフトバンクカード会
員さまにおくる」にご利用いただけます。

プリペイドバリューが
チャージされます

チャージ

ソフトバンク
まとめて支払い
チャージ

Tポイントで
チャージ

クレジット機能（おまかせチャージ）

バリューについて
バリューには、プリペイドバリューと現金バリューの2種類があります。

チャージ

現金バリューとは

「銀行振込チャージ」と「口座振替チャージ」でチャージでき
るバリューです。現金として引き出せます。

「Visa加盟店でのお買い物」「他のソフトバンクカード会員
さまにおくる」「金融機関におくる」「海外ATMでの引き出
し」にご利用いただけます。

現金バリューが
チャージされます

BANK
銀行振込チャージ

口座振替チャージ
（ジャパンネット銀行）



手数料おくり先 1回あたりの
上限

1ヵ月間の
上限回数

216円（税込） 2回まで25,000円指定の金融機関口座

銀行振込チャージ 口座振替チャージ
（ジャパンネット銀行）

国内の金融機関口座あなた

おくる額を指定して…

BANK

あなた おくり先

おくる額を指定して… うけとりました!

ソフトバンクカード会員さまにおくる

金融機関口座におくる

手数料おくり先 1回あたりの
上限

1ヵ月間の
上限回数

0円 5回まで10,000円他のソフトバンクカード
会員さま

バリューをおくる
ソフトバンクカードのバリューを、ご家族・ご友人のソフトバンクカードや金融機関口座
におくれます。

My SoftBankのカード会員さま専用ページでお客さまの
ソフトバンクカードのバリューからご指定の額を、他のソフ
トバンクカード会員さまにおくることができます。

ご指定の金融機関口座におくれるのは、下記の方法で
現金バリューにチャージされた残高です。

現金バリューの残高からご指定の額を、国内の金融機
関口座におくることができます。

※一部、おくれない金融機関もあります。



あなた おくり先

おくる額を指定して… うけとりました!

他のソフトバンクカード会員さまからもらう

バリューを引き出す

バリューをおくってもらいたい他のソフトバンクカード
会員さまの電話番号もしくはソフトバンクカードID・
名前・おくってもらいたい額を入力します。内容は
SMS/eMailで相手に送られます。

お客さまの現金バリューは、キャッシュカードなどで
現金として引き出すことができます。

PLUSマークがついている海外のATMに
カードを挿入し、現地通貨でお引き出しいただけます。※1

※１国内のATMを利用した引き出しには対応しておりません。
    また、海外ATMで引き出しする場合、ソフトバンクカード
    の暗証番号（4桁）が必要です。
※２ご利用の金融機関によって、別途手数料が必要となる場合
    があります。

●2016年1月1日以降にソフトバンクカードのご契約が完了さ
れた会員さまの「海外ATMでの引き出し」ご利用にあたりまし
ては、マイナンバー関連法の施行に伴い、ご利用前に会員さまの
個人番号（マイナンバー）を確認させていただきます。
ご利用をご希望の会員さまは、お手数ですがユーザーガイド末
尾に記載しておりますソフトバンクカード コールセンターへ
ご連絡をお願いいたします。

上限15万円または海外ATMにて設定の
上限金額のどちらか少ない方

1回あたりの
引き出し上限額

引き出し手数料 200円※2

海外のATMで引き出す

もうら・引き出す
「もらう」機能を利用すると、ソフトバンクカードをお持ちのご家族やご友人に「バリュー
をおくってください」とお願いできます。



その他の「よくあるご質問」は、ソフトバンクホームページをご確認ください。

Q

A

チャージすると、ソフトバンクカードのチャージ
残高にすぐに反映されますか？

チャージはすぐに反映されます。ただし、銀行振込チャー
ジをご利用の場合、チャージ残高の反映にお時間がかか
る場合があります。また、メンテナンス等によりサービス
を一部ご利用いただけない場合がありますので、ご了承
ください。

Q

A

買い物をした時のTポイントは、
いつ付与されますか？

ソフトバンクカードでのご利用に応じて貯まるポイント
は、ご利用いただいたVisa加盟店からの売上確認情報を
当社が受領してから、3～10日以内に有効なポイントとし
て付与されます。有効なポイントとして確定するまでは
「付与予定」としてMy SoftBankのカード会員さま専用
ページのポイント獲得履歴でご確認いただけます。

Q

A

既に他のTカードを持っているのですが、ソフト
バンクカードにTポイントを移動できますか？

お客さまご自身により Tサイト「Tポイント／ Tカード」
（http://tsite.jp/ptido）にてポイントの移動が可能で
す。
ただし、お持ちのTカードとソフトバンクカードのご登録
情報が同じ場合に限りますのでご注意ください。詳細は 
Tサイト「Tポイント／ Tカード」をご確認ください。

Q

A

ソフトバンクカードで買い物をすると、
すぐにチャージ残高から引き落としされますか？

原則、チャージ残高はすぐに引き落としされます。ただし
返品等により、チャージ額をお戻しする場合はお時間が
かかる場合があります。

Q

A

チャージ残高は
現金として引き出すことができますか？

ソフトバンクカードから直接お引き出しはできません。
「銀行振込チャージ」「口座振替チャージ（ジャパンネット
銀行）」でチャージしたバリューは、カード会員さま専用
ページの「おくる・もらう」ページより、指定の金融機関口
座におくることができます。その後、キャッシュカードな
どでお引き出しいただけます。

Q

A

Visaのプリペイド（前払い式）カードとは
なんですか？

事前にチャージした額の範囲内でご利用いただけるVisa
カードです。店舗でお支払いの際は、お店へカードをお渡
しのうえ、1回払いをご指定ください。クレジット機能（お
まかせチャージ）をご契約いただくと、事前にチャージす
ることなくご利用いただけます。

※ソフトバンクカードをVisa加盟店でお使いの際は、プリペイドバリューから利用され、続いて現金バリューが使われます。
また、現金バリューに続いてクレジット機能（おまかせチャージ）が利用されます。

●2016年1月1日以降にソフトバンクカードのご契約が完了された会員さまの「海外ATMでの引き出し」ご利用にあたりま
しては、マイナンバー関連法の施行に伴い、ご利用前に会員さまの個人番号（マイナンバー）を確認させていただきます。
ご利用をご希望の会員さまは、お手数ですがユーザーガイド末尾に記載しておりますソフトバンクカード コールセンターへ
ご連絡をお願いいたします。
●次のお客さまは現金バリューをご利用いただけません。
銀行振込チャージ、口座振替チャージでチャージされたバリューでチャージされた場合も、プリペイドバリューにチャージ
されます。
・2016年9月29日以降ソフトバンクカードをお申し込みいただき、クレジット機能（おまかせチャージ）のご契約のないお客さま
・2016年9月29日までにソフトバンクカードをお申し込みいただきました一部のお客さま

Q

A
他のソフトバンクカード会員さまにおくる場合と、金融機関口座
におくる・海外ATMで引き出す場合とでは、利用できるバリュー
の種類が異なります。詳しくは下記の図をご覧ください。

ソフトバンクカードのチャージの種類と
おくる・引き出すについて教えてください

利用方法残高の種類チャージ方法

●ソフトバンクまとめて支払いチャージ
●Tポイントでチャージ
●クレジット機能（おまかせチャージ）

●銀行振込チャージ
●口座振替チャージ（ジャパンネット銀行）

○他のソフトバンクカード会員さまにお
くれます。
◯国内の場合は金融機関口座におくり、ご
自身のキャッシュカードなどから引き出し
もできます。
◯海外の場合はお客さまのチャージ残
高をPLUSマークがついているATMか
ら引き出せます。

◯他のソフトバンクカード会員さ
まにおくれます。

Visa加盟店での利用

プリペイドバリュー

現金バリュー

Visa加盟店での
お支払いにご利用
いただけます。※

よくあるご質問
ソフトバンクカードに関するよくあるご質問をQ&A形式でご紹介します。

Q

A

海外で利用した場合の支払いについて
教えてください。

海外でご利用された場合は、Visaにお店からの売上確定情
報が届いた日のVisaが定める為替レートを基準として、海
外取引にかかる事務手数料（4％）を加えた後、日本円に換
算し、チャージ残高から減算させていただきます。

Q

A

My SoftBankのカード会員さま専用
ページの利用明細に「Visa加盟店（店舗
名は後日表示）」と表示されていますが、店
舗名はわからないのでしょうか？

ご利用店舗から売上確定情報が当社に届くまでは「Visa加
盟店（店舗名は後日表示）」と表示しております。売上確定
情報到着後は、ご利用店名を表示いたします。

Q

A

カードを紛失しました。
どうすればいいですか？

下記2ヵ所にそれぞれご連絡をお願いいたします。再発行
のお手続きはソフトバンクカード紛失盗難デスクで受け付
けいたします。

ソフトバンクカード紛失盗難デスク

03-6865-1128（有料）

Q

A

ソフトバンクカードの暗証番号を求められ
ました。どうすればいいですか？

鉄道乗車券などの券売機や海外ATMでの引き出しなど、
一部のお取り引きを行う際に必要な番号です。設定方法の
詳細はソフトバンクホームページにてご確認ください。

◯電話番号はお間違えのないようご注意ください。

受付時間

受付時間

24時間、年中無休

Tカードサポートセンター

0570-029294（有料）
◯電話番号はお間違えのないようご注意ください。

10時～21時、年中無休

http://tsite.jp/ptido
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本カードはチャージ残高の範囲内でご利用できるプリ
ペイド（前払い式）カードです。ソフトバンク・ペイメン
ト・サービス所定の方法でチャージ後、ご利用いただ
けます。

未成年の方は、親権者の方とご相談の上、お申し込みく
ださい。

カード裏面の署名欄にサインした会員ご本人さまのみ
がご利用いただけます。本カード受領後、直ちにカード
裏面のサインパネルにサインしてください。

Visa加盟店でのお支払い回数は、「1回払い」をご指定
ください。

本カードご利用時には原則、サインが必要となります。
（サインレス取引は除く）

1回のお支払いに複数のカード（プリペイドカードとク
レジットカード等）を併用することはできません。

レシートに「クレジット」と印字されることがあります。

Visa加盟店でのチャージ残高確認、チャージ、返金は
できません。また、レシートにチャージ残高の表示はあ
りません。

本カードのご利用額はお客さまのチャージ残高より
「即時引落し」となります。但し、一部加盟店におけ
る取引では即時引落しできない場合もあります。そ
の場合はチャージ残高を超えて取引が成立する場
合があります。

商品返品時のご返金には日数を要することがあり、
Visa加盟店で返品処理してもすぐに残高に反映されな
い場合がありますので、あらかじめ、ご了承ください。

高速道路、機内販売など、一部のVisa加盟店ではお取
り扱いができない場合があります。

未成年者のお客さまはVisa加盟店で本人確認・年齢
確認される場合がありますので、予めご了承ください。

紛失または盗難によりソフトバンクカードがお手元に
ないと気が付いた場合、速やかに「ソフトバンクカード
紛失盗難デスク」へご連絡ください。また、ご連絡いた
だく以前の不正利用分はお客さま負担となります。

カードの再発行には、手数料がかかります。

プリペイドバリューの有効期限は、最後に利用可能残
高が変動した日から2年間とし、当該期間を経過したプ
リペイドバリューは失効するものとします。

ご利用時の注意事項



受付時間

受付時間

受付時間

9時～17時、年中無休（元日を除く）

http://card.my.softbank.jp

ソフトバンクカード コールセンター

◯電話番号はお間違えのないようご注意ください。
◯上記につながらない場合は03-6865-1127へお問い合わせください。

0570-882-015（有料） 一般電話・携帯電話から

http://www.softbank.jp/card/ウェブサイト

http://tsite.jpウェブサイト

10時～21時、年中無休

Tカードサポートセンター

◯電話番号はお間違えのないようご注意ください。

0570-029294（有料） 一般電話・携帯電話から

24時間、年中無休

ソフトバンクカード 紛失盗難デスク

◯電話番号はお間違えのないようご注意ください。
◯海外からおかけの場合は、＋81-3-6865-1128にお問い合わせください。

03-6865-1128（有料） 一般電話・携帯電話から

ソフトバンクカード
会員さま専用ページ
（My SoftBank）

ソフトバンクカード
公式サイト

ソフトバンクカードに
関するお問い合わせ

Tポイントに関する
お問い合わせ

紛失・盗難時の
ご連絡先

お問い合わせ

http://card.my.softbank.jp
http://www.softbank.jp/card/
http://tsite.jp
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