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Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BBバリュープランについて
関連する部分をご確認ください（■ 必ずお読みください　□ お申し込みのお客様は必ずお読みください）

電気通信事業法第26条（提供条件の説明）に基づき、お申し込みのサービスに関して以下の通り重要事項をご説明いたします。 
この重要事項説明をよくお読みのうえ、お申し込みのサービス概要をご理解ください。

Yahoo! BB ADSL／ Yahoo! BB ホワイトプラン／
Yahoo! BB バリュープランについて

重要事項詳細 使  用  期  間：2 0 13 年 4 月 1 日～

サービス提供者：ソフトバンクBB株式会社　ヤフー株式会社

本書面をよくお読みのうえ、お申し込みのサービスの概要をご理解ください。
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お申し込み前のご注意点

Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープランについて

年齢制限について
・Yahoo! BBサービスでは、お申し込みされるサービスやお申し込み者様のご年齢
により、ご契約条件が異なります。内容をご確認のうえ、お申し込みいただけます
ようお願いいたします。
・ ご契約の際にお預かりする書類に不鮮明等の不備がある場合は、再度ご提出
いただく場合がございます。

Yahoo! BBサービス
通常タイプ

Yahoo! BBサービス
電話加入権不要タイプ

20歳以上の場合

お申し込みいただけます

お申し込みいただけますが、別途お申し込
み者ご本人様の証明書＊コピーが必要です

18歳以上20歳未満の場合
お申し込みいただけますが、別途お申し
込み者様の二親等以内で20歳以上の方
の証明書＊コピーが必要です

18歳未満の場合 お申し込みいただくことができません

＊証明書：運転免許証、被保険者証（健康保険・国民健康保険・船員保険・介護保険・共済組合証）、在留カード、特別永住
者証明書、外国人登録証明書など

NTTへの代行申し込みについて
・Yahoo! BBのDSLサービスをお申し込みいただくにあたり、ソフトバンクBB株式
会社（以下「SBB」とします）がお客様に代行して、NTT東日本およびNTT西日本に
対するDSL等接続専用サービスのお申し込み手続き（以下「代行申し込み」としま
す）を行います。
・NTT東日本およびNTT西日本がSBBに対し、NTT東日本およびNTT西日本の加入
電話等サービスに関する契約者情報（提供可否確認結果および、提供不可理由
等にかかわる情報）を提供する場合がございます。
・NTT東日本およびNTT西日本から提供された契約者情報は、SBBにおいて、NTT
東日本およびNTT西日本のDSL等接続専用サービス等の代行申し込みを円滑に
行うため、また、お客様がそのお申し込み内容を補正することを可能とするためだ
けに利用されます。

＜Yahoo! BBサービス 電話加入権不要タイプの場合＞
・電話加入権不要タイプをご利用されるお客様につきましては、お客様の本人性を
確認させていただく証明書のコピーを頂戴し、証明書に記載の方をNTT東日本お
よびNTT西日本の「専用サービス契約約款」に基づくDSL等接続専用サービスの
契約者として、NTTへの手続きを代行いたします。
・支障移転工事等によりサービス提供において切断・瞬断が発生する場合、SBBよ
りNTT東日本およびNTT西日本へお客様の連絡先電話番号を提供し、NTT東日
本およびNTT西日本より事前にお客様へ連絡を行う場合がございます。

お申し込みをお断りする場合について
SBBは、お申し込みいただいた際の申告内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合、またはYahoo! BBのDSLサービスのお申し込みにあたりSBBが適当でないと判断
した場合、ソフトバンクBBサービス規約に基づきYahoo! BBのDSLサービスのお申し込みをお断りする場合があります。

契約の成立について
・Yahoo! BBサービス利用に係る契約は、ヤフー株式会社およびSBBならびにNTT
などの協定事業者がお客様のお申し込みを承諾することを条件に、NTTの局内工
事が終了した日の7日後に成立いたします。

・Yahoo! BBサービスのご利用は、Yahoo! JAPAN IDを保有されている方に限ら
せていただきます。

適用される規約（約款）について
Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープラン（以下「Yahoo! BBサービス」とします）は、下記各社の規約・約款に基づき提供いたします。

ソフトバンクBB株式会社

ソフトバンクBBサービス規約

BBフォン利用規約

接続機器レンタル規約

ヤフー株式会社 Yahoo! BBサービス会員規約（約款）

お預かりする個人情報の取り扱いについての詳細および最新の情報は、以下に
記載の各社URLにてご確認いただけます。
①ソフトバンクBB株式会社
（http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html）
②ヤフー株式会社
（http://privacy.yahoo.co.jp）

各規約の全文は次の方法でご確認いただけます。

【ホームページにてご確認の場合】　
http://ybb.softbank.jp/terms/adsl/

【郵送をご希望の場合】
SoftBank BB インフォメーションセンター（受付時間10：00～19：00）
＜一般電話＞ 0800-1111-820（通話料無料）
＜携帯／PHS＞ 03-6688-1970（通話料はお客様負担）
※施設点検日およびメンテナンス日は休業
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接続機器のレンタルについて            
・Yahoo! BBサービスをご利用になるには、ADSLモデム等専用の接続機器が必要
です。
・接続機器のレンタル契約は、SBBがYahoo! BBサービスのお申し込みを承諾した
日に成立いたします。
・お客様にレンタルする接続機器はお客様が利用するサービスに応じてSBBが選
択・決定いたします。
・接続機器をお客様に引渡した後、Yahoo! BBサービスの利用契約のお申し込みを
撤回した場合または終了した場合は、接続機器をSBBに返却していただきます。
・お客様がレンタルしている接続機器が正常な使用状態で故障、破損等（以下「故
障等」とします）で正常に動作しなくなった場合には、接続機器の交換を行います。
・レンタル契約終了後の接続機器、またはサービスをご利用いただくうえで不要と
なった接続機器をレンタル契約終了月の翌月20日までにSBB所定の宛先へご返
却いただけない場合、レンタルにてご利用いただいておりますADSLモデム等の接

続機器がお客様の不注意や天災などにより故障した場合につきましては、「修理
交換料金」に定める費用、およびSBBが故障等の原因調査・修理・交換等の必要な
処置に要した費用をお客様にご負担いただきます。

未返却時に発生する違約金 故障／破損の際の修理交換料金

16,000円 7,500円

・接続機器の買取を希望する場合は、Yahoo! BBサービスの契約が成立した後に限
り、任意に買取が出来るものとします。買取いただく接続機器はお客様がご利用
されるサービスに応じてSBBが選択・決定いたします。買取いただいた接続機器の
保証期間は一年間とし、保証期間を経過した接続機器が故障等で正常に動作しな
くなった場合あるいは紛失された場合には、新たにレンタルもしくは新規に買取
いただいた接続機器でご利用いただきます。

利用料金について
・ご利用にあたってはYahoo! BBサービスのご利用料金の他に、お客様がご利用中
の加入電話サービスのご利用料金やNTTなどに支払うべき工事料などが別途必
要です。
※標準工事費として、NTTの局内工事の7日後が属する月の翌々月から、月額84円を60回払いにて総額5,040円をお
支払いいただきます。標準工事費には、NTT局内工事料などの初期費用が含まれます。
※Yahoo! BBサービスの各サービスを変更するには、NTT局内工事料および、SBB指定のサービス変更手数料が必要
です。

・ご利用料金は、毎月１日から月末までの料金を月額計算いたします。なお、利用契
約の開始月におけるYahoo! BBサービスの基本料金などの月額固定料金につい
ては、契約成立日から月末までを日割計算いたします。
・契約成立日以前にお申し込みの取り消しをされた場合、Yahoo! BB サービスの基
本料金などの月額利用料金については請求いたしません。
※ご請求対象となる料金：BBフォン通話料、BBサポートワイドサービス電話・リモートサポート料金または訪問
サポート料金など

・お支払い方法は、クレジットカード、提携先金融機関の預金口座からの口座振替
よりご選択いただけます。後日SBBより郵送する利用料金支払申込書に口座情報
などをご記入、ご捺印のうえ、速やかにご返送ください。
※SBBのWEBページ「各種手続き・契約内容確認（BB会員サービス）」からもお支払い方法をご登録いただけます。

・ご利用料金の支払期日を経過してもお支払いがない場合は、支払期日の翌日か
らすべての支払いまで年14.6％の割合で計算した額を延滞利息としてお支払いい
ただきます。
・ご利用料金の支払期日を経過してもお支払いがない場合、またはSBBにて料金お
支払いの確認ができなかった場合、SBBまたは集金代行業者より、SBBまたは集金
代行業者の定める方法にて再請求させていただきます。その際、再請求にかかる手
数料をご利用料金等に加算して請求させていただく場合がございます。
・利用契約が終了した場合、当該利用契約終了の意思表示がSBBに到達した月の月
末までご利用料金をお支払いいただきます。
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・Yahoo! BBサービスとは、Yahoo! BB ADSL 通常タイプ／電話加入権不要タイプ、
Yahoo! BB ホワイトプラン 通常タイプ／電話加入権不要タイプ、Yahoo! BB バリュー
プラン 通常タイプ／電話加入権不要タイプの総称です。
・Yahoo! BB ADSL 通常タイプ／電話加入権不要タイプ（以下「Yahoo! BB ADSL」としま
す）は、毎月のサービス料金にてご利用いただける定額制ADSLサービスです。
・Yahoo! BB ホワイトプラン 通常タイプ／電話加入権不要タイプ（以下「Yahoo! BB 
ホワイトプラン」とします）は、毎月の利用データ量に応じサービス料金が変動す 
る従量制ADSLサービスです。
・Yahoo! BB バリュープラン 通常タイプ／電話加入権不要タイプ（以下「Yahoo! BB 
バリュープラン」とします）は、毎月のサービス料金にてご利用いただける定額制
ADSLサービスです。
・Yahoo! BBサービス（50M／50M Revo／26M／12M／8M／リーチDSL）は、下り最
大（50M／50.5M／26M／12M／8M／960k）bpsの速度により、インターネットに接
続するサービスです。

・ヤフー株式会社が提供するサービスは、メールサービス「Yahoo!メール」および
ホームページサービス「Yahoo!ジオシティーズ」に関する一部のサービスです。詳
細はWEBページ（Yahoo!メール：http://info.mail.yahoo.co.jp/tokutei/#ybbmail）
（Yahoo!ジオシティーズ：http://geocities.yahoo.co.jp/tokutei/#ybb）をご確認くだ
さい。また、ヤフー株式会社は上記サービス以外の優待特典等を提供する場合があ
ります。
・Yahoo! BBサービスはベストエフォート型のサービスです。表示速度は最高速度で
あり、保証するものではなく、当該速度よりも低い速度しか出ない場合があります。
また、開通までにお時間をいただく場合や技術的条件等によってサービスをご利用
いただけない場合があります。
・Yahoo! BBサービスにおいて、リーチDSLはYahoo! BB ADSL 通常タイプでのみご利
用いただけます。
・NTT東日本およびNTT西日本が提供する「加入電話・ライトプラン」にてYahoo! BB
サービスをご利用いただく場合は、Yahoo! BBサービス 通常タイプでのご提供です。
※「加入電話・ライトプラン」はNTT東日本およびNTT西日本の登録商標および商標です。

Yahoo! BBサービスについて

Yahoo! BBサービス 通常タイプについて
以下に該当するサービスをご利用中の場合は、ADSLサービスをご利用いただくこ
とができません。ご利用電話会社の116番で必ずご確認ください。
・着信専用電話　　・ダイヤルイン追加番号　　・信号監視サービス
※ノーリンギングサービスや警備保障をご利用の場合はサービス提供会社にご相談ください。
※オフトーク通信サービスをご利用中の場合はオフトーク通信サービスを利用した放送などにノイズが入る場合が
ございます。
※ Yahoo! BBサービス 通常タイプは、電話回線に重畳してご利用いただくインターネット接続サービスです。Yahoo! 

BBがご利用可能な電話会社は、NTT東日本、NTT西日本、ソフトバンクテレコム株式会社です。前記以外の電話会
社が提供する電話回線（加入電話サービス）では、ご利用いただけませんのでご注意ください。

・ご利用開始までの目安はSBBにてお申し込み内容を確認後、約6～10営業日以降
（土・日・祝日を除く）です。お申し込み内容やご提出いただいた証明書に不備があ
る場合、お客様のご希望により工事日を変更された場合は、ご利用開始が遅れる
ことがあります。

Yahoo! BBサービス 電話加入権不要タイプについて
・Yahoo! BBサービス 電話加入権不要タイプでは、お申し込み者の本人性を確認
させていただく証明書（運転免許証、被保険者証（健康保険・国民健康保険・船員
保険・介護保険・共済組合証）、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明
書）などのコピーを頂戴し、NTTへ提出いたします。お預かりする書類に不鮮明な
どの不備がある場合は、再度ご提出いただく場合がございます。また、Yahoo! BB
サービス 電話加入権不要タイプお申し込み者が20歳未満の場合は、20歳以上、
二親等以内の方の証明書コピーが必要です。
・Yahoo! BBサービス 電話加入権不要タイプは同一の住所について1回線のみの
ご提供です。お申し込みの住所において、すでにYahoo! BBサービス 電話加入権
不要タイプのいずれかのサービスをご利用中のお客様のお申し込みはお断りさ
せていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・Yahoo! BBサービス 電話加入権不要タイプへのお申し込みによってADSLサービ
ス利用以外の何らかの権利（電話加入権等）を得るものではございません。あら
かじめご了承ください。
・ご利用開始までの目安はお申し込み後、約14営業日以降（土・日・祝日を除く）で
す。お申し込み内容やご提出いただいた証明書に不備がある場合、お客様のご希
望により工事日を変更された場合は、ご利用開始が遅れることがあります。

＜Yahoo! BBサービス 電話加入権不要タイプの立ち会い工事について＞
・Yahoo! BBサービス 電話加入権不要タイプにお申し込みのお客様は、「Yahoo! BBご
利用開始のご案内」に記載した工事予定日当日、NTTの工事業者がお客様宅内に伺
い、ADSL専用回線の引き込み工事を行います。本工事では、回線設置場所での工事が
発生し、建物その他の工作物に改造を行う場合もあるため、お客様のお立ち会いが必
要です。

・マンションなどの集合住宅やオフィスビルなどの共有部分における工事が発生し
た場合は、その工事にもお立ち会いいただく必要がございます。
・お客様が回線設置場所の建物の所有者と異なる場合や、設置場所が賃貸物件の
場合は、事前に建物の所有者（共同所有の場合はすべての所有者）から工事の承
諾を受けていただきますようお願いいたします。
・工事日の変更は、必ずSBB所定の期間内にご連絡いただきますようお願いいたしま
す。万が一、工事当日にご在宅いただけなかった場合や、回線設置場所の建物の都
合や技術上等の理由により、お客様宅内へADSL専用回線を引き込むことができ
ない場合、お客様のお申し込みをキャンセルとさせていただく場合がございます。
※Yahoo! BBサービス 電話加入権不要タイプにおけるNTT工事は、SBBがお客様に代わりNTTに対し申し込み手続きを
行い、NTTが建物内の回線設置場所のモジュラージャック（端末直前）までADSL専用回線の設置工事を行います。
※本工事の実施によりお客様宅内に導入されたADSL専用回線は、お客様所有のものとなります。そのため、本工事
実施後の変更／修理／撤去はお客様に費用負担いただきます。
※お客様のお住まいにより、宅内工事の必要がない場合がございます。工事予定日および宅内工事・お立ち会いの
有無については、「Yahoo! BBご利用開始のご案内」、メール、はがきにてご連絡いたします。
※宅内工事の必要がない場合で、お客様のご希望によりNTT工事業者を派遣する際の工事派遣費用6,825円はお客
様負担となります。

＜工事予定日の変更について＞
・工事予定日の変更を希望される場合は、工事予定日の1営業日前の正午までに変
更のお手続きをお願いいたします。
・事前のお手続きなしに、お客様不在等の理由でNTTによる屋内配線工事が実施出
来なかった場合、工事派遣費用として、6,825円をお客様へ請求させていただく場
合がありますので、必ずご在宅いただけますようお願いいたします。

SoftBank BB 
開通サポートセンター

0120-975-330（通話料無料）
受付時間/10：00～19：00（施設点検日およびメンテナンス日は休業）

Yahoo! BB ホワイトプランについて
・Yahoo! BB ホワイトプランは、Yahoo! BB ホワイトプラン（a）とYahoo! BB ホワイトプ
ラン（b）の総称です。
・Yahoo! BB ホワイトプラン（b）をお申し込みのお客様は、別紙の「Yahoo! BB ホワイ
トプラン（b）について」の追加重要事項説明書と併せてご参照ください。

＜Yahoo! BB ホワイトプランの契約期間について＞
Yahoo! BB ホワイトプランの契約期間は2年間（契約成立日が属する月から起算し
て24ヵ月間）です。Yahoo! BB ホワイトプランを契約期間満了の月以外で解約した
場合、解除料9,975円がかかります。本サービスの解約の申し込みがなかった場合、
更に2年間を契約期間として自動更新します。
※SBBが提供する他のサービスを同月内に解約することにより解除料が重複して発生する場合は、10,500円を解除
料の上限金額としてSBBに対して支払うものとします。

＜Yahoo! BB ホワイトプランにおける各種料金の注意事項について＞
（1） 利用料金について
・「基本料」（490円～1,990円）とはお客様宅内機器からSBB内設備間のADSL接続
部分の利用料金をいいます。
・「プロバイダー料」（490円～1,990円）とはメール、ホームページなどプロバイダー提供部
分およびインターネットをご利用する際のバックボーン接続部分の利用料金をいいます。
・Yahoo! BB ホワイトプランでは「基本料」のうち、利用データ量50Mバイトまでの
固定金額である490円および「プロバイダー料」のうち、利用データ量50Mバイ
トまでの固定金額である490円を「基本料金」として定義いたします。また、利用
データ量に応じて加算される「基本料」および「プロバイダー料」の490円～1,990
円の変動料金合算を「従量料金」として定義いたします。
・「基本料金」には50Mバイトまでの利用データ量が含まれます。
・請求について、従量料金およびBBフォン通話料を除く月額利用料金・オプション
サービス利用料は、毎月1日から月末までの料金を月額計算し、翌月請求といたし
ます。従量料金およびBBフォン通話料は、毎月1日から月末までの料金を月額計算
し、翌々月請求といたします。

（2） 従量料金について
・Yahoo! BB ホワイトプランにおける従量料金は、お客様の利用データ量に応じ
て発生します。
・利用データ量は上り・下りのデータをそれぞれ別々にSBB独自の計算方法で計測を行い、
上り・下りのいずれかのデータ量（1Mバイト単位）の1ヵ月総量に応じて課金いたします。
・計算対象のデータ量は通常、下りのデータ量総量で算出いたしますが、上りのほう
が多いと判断された場合はSBB独自の判断にて上りのデータ量総量で請求する
場合もございますので、あらかじめご了承ください。
・「基本料」、「プロバイダー料」のデータ量は比例して加算されます。

●従量料金の計算方法について

・1ヵ月の利用データ量が51Mバイトを超えた場合、従量料金が発生いたします。ただし、
201Mバイト以上をご利用の場合は、従量料金の上限3,000円を超えることはありません。
※50Ｍバイト以下の場合は従量料金0円。51Ｍバイト以上は上限200Ｍバイトまで1Ｍバイトあたり20円（内訳：基本料の
従量データ利用分10円／１Mバイト、プロバイダー料の従量データ利用分10円／１Mバイト）相当の加算です。
※200Ｍバイトの場合は従量料金3,000円（内訳：基本料1,500円、プロバイダー料1,500円）となり、201Ｍバイト以上
の場合でも加算されません。

・従量料金は毎月1日から月末までの料金を月額計算いたします。なお、利用契約の
開始月における従量料金については、NTTの局内工事が終了した日の7日後から月
末までの利用データ量に応じて課金いたします。その場合、利用期間が1ヵ月に満
たない場合でも上限額になる場合もございますのでご注意ください。
・サービス変更、解約などによりYahoo! BB ホワイトプランの従量料金の計算対象
外となる場合、サービス料金の切替日または解約成立日より従量料金対象外とな
り、それまでの期間は計算対象となります。サービス料金の切り替え日については
「契約の変更および解除について」の「契約の変更について」をご参照ください。 

●従量対象となる通信について
利用データは以下の通信が対象です。 
※お客様が直接操作されていない場合であっても、データ通信が発生し従量料金が課金されるものもございますの
でご注意ください。



5

①計算対象のうち課金対象となる通信 
・インターネットブラウザーによるWEBの閲覧、ダウンロードなどお客様の操作に
より行うインターネット通信。 
例 
100文字程度のメールを
1回送受信する場合

1通あたり約2kバイト（約500通で1Mバイト）

デジタルカメラで撮影した写真
を受信する場合（機種・解像度に
よって変わります） 

高解像度デジタルカメラの
データ（10Mピクセルクラス）

1枚あたり
約2Mバイト～7Mバイト

携帯電話内蔵カメラのデータ
（2Mピクセルクラス）

1枚あたり
約0.2Mバイト～2Mバイト

Yahoo! JAPANトップページを1回
開くのに受信するデータ量

約0.5Mバイト～1Mバイト

GyaO!ストアの映像を鑑賞した場
合（動画サイトや、コンテンツに
よってデータ量が異なります）

1分あたり約3Mバイト～6Mバイト 

 ※数字はあくまで目安です。時間帯、設定環境、状況によって大きく左右する場合がございます。

・メッセンジャーソフト、オンラインゲーム、セキュリティーソフト、ファイル共有ソフト
など、ダウンロード、インストールしたソフトウェアが独自に行う通信。
※ウイルス・スパイウェアに感染した場合、ソフトウェアが独自に行う通信も対象です。

・OSアップデートにかかる通信 
※マイクロソフトWindows Updateなどの修正プログラム（月に最低1回は発生）などを自動受信されている場合、1回
につき数Mバイト～数10Mバイトのダウンロードが発生する場合があります。 

・メールを送受信（送信と受信は別々に計算）する際に発生する通信
※お客様へ障害、お知らせ、お得な情報などをご案内するためにヤフー株式会社、SBBからのメールを送る場合もご
ざいますがこちらの通信も従量計算対象です。これらのメールが不要な場合、受信拒否設定が可能なメール機能
がございますので各自にてご設定ください。
※メールソフトで受信する場合は何Mバイトのデータをダウンロードするか予期できないため、なるべくブラウザー
経由で不要なデータを削除することをお奨めいたします。

・ゲーム機、ネットワーク対応テレビなどインターネット機能を持つ機器が行う通信
※これらの機器は電源をONにしている間、もしくはスタンバイ状態でも、自動的に番組表のダウンロードや機器の
ファームアップなどの通信を行う場合があります。

・無線LANパック、ご自身で購入された無線LAN機器を使ってインターネット通信
を行った場合
・外部のネットワークから自宅のパソコンまたはネットワーク対応機器に対してアク
セスする場合に発生する通信 
※ハッカー・スパイウェア・ウィルスなど第三者からの攻撃も含まれます。

・その他ADSLモデム経由で行った通信

②計算対象のうち課金対象外となる通信
・BBフォン通話に発生したデータ量（BBフォンの通話料は別料金です。） 
・ADSLモデムが自動的にファームアップを行う場合に発生するデータ量
・お客様の接続状態を管理、監視するためにSBBから発信する通信
・SBBの都合により障害発生およびメンテナンス等、何らかの要因でデータ量の取
得が出来ない場合 

③計算対象外となる通信
　（下記部分はどれだけご利用しても従量料金の計算対象となりません）
・ADSL以外の通信手段（公衆無線LAN、ダイヤルアップサービス、海外ローミング、
モバイル接続など）でインターネット接続を行った場合 
・家庭内（LAN）で利用されるパソコン間の通信（ローカル通信）

＜オプションサービスをご利用時のご注意点＞
Yahoo! BB ホワイトプランはYahoo! BB ADSLと同様のオプションサービスがご利
用いただけます。 ただし、以下の点についてご注意ください。

（1）無線LANパックをご利用時の注意点
・無線LANをご利用の際には、必ずセキュリティー設定（暗号化など）を行ってくだ
さい。暗号化を行わなかった場合、第三者がご契約者様のインターネットに無断
で接続することが可能となってしまい、予期せぬ利用量となる場合がございます。
また、暗号化キー（WEPキー）についても第三者に知られないように十分に注意し
て取り扱いください。

（2）BBセキュリティをご利用時の注意点
・BBセキュリティの利用を開始する際に、ソフトをダウンロードおよびインストール
する必要があり、約80Mバイトほどの従量対象となる通信が発生します。
・ご利用期間中は、ウイルス定義ファイルやアプリケーションルールの定期的な自動
更新を行い、従量対象となる通信が発生します。
※自動更新のデータ量は重要度や深刻度に応じて異なります。

（3）BBソフトをご利用時の注意点
・BBソフトをご契約の場合、最初にソフトウェアをダウンロード、インストールする
必要がございます。ソフトウェアのダウンロードサイズは数百MBとなり、従量対象
となる通信が発生します。また、ご利用ライセンスの認証を定期的に行う為、数百
バイトの通信が定期的に発生いたします。

（4）BBサポートワイドサービスをご利用時の注意点
・BBサポートワイドサービスの「リモートサポート」をご利用の場合はお客様のパソ
コンをオペレータが遠隔操作するため、通信が発生いたします。その際、遠隔通信
に必要なデータ量、遠隔操作時にダウンロードしたデータ量はすべて従量データ
の課金対象となりますのでご注意ください。

（5）BBライフ／ BBライフホームドクターをご利用時の注意点
・お客様宛てにSBBよりサービスに関するメールを送信する場合がございます。  
その際、Yahoo! BB ホワイトプランをご契約のお客様は、メールの受信によって生
じるデータ量はすべて従量データの課金対象となりますのでご注意ください。

（6）BBフォンをご利用時の注意点
・BBフォン通話時に発生した通信データについては着信時・発信時共に従量料金の
対象とはなりません。

＜ソフトバンクケータイセット割引について＞
ソフトバンクケータイセット割引（以下、「本割引」とします）とは、Yahoo! BB ホワイ
トプラン（a）とソフトバンク携帯電話（ホワイトプラン）をご契約の方でかつ、別途本
割引をお申し込みいただいた方に適用する割引です。 
・本割引はYahoo! BB ホワイトプラン（a）にのみ適用される割引であり、ソフトバン
ク携帯電話の利用料金の割引ではございませんのであらかじめご了承ください。
・お申し込みの際、ADSL1回線に対してソフトバンク携帯電話1番号のみご登録い
ただけます。既にご登録済みのソフトバンク携帯電話番号は2回線以上ご登録い
ただけませんのでご注意ください。
・本割引を適用させていただくにあたり、ご登録いただいた情報＊1をソフトバンクモ
バイル株式会社（以下「ソフトバンクモバイル」とします）に対し照合させていただ
きます。ソフトバンクモバイルへの照合については割引適用期間中も、定期的に照
合させていただき、ご登録のソフトバンク携帯電話のご契約状態が本割引の適用
条件を満たさないことが確認された場合、お客様に通知の後、本割引の適用を変
更または終了させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。変
更、終了日については通知の際ご連絡いたします。なお、お客様がご登録のソフト
バンク携帯電話の電話番号変更を行った場合については、SBBにより当該情報変
更の確認ができた後、変更後のソフトバンク携帯電話番号に対し、引き続き本割引
を適用させていただきます。
・本割引の適用にあたり、その他SBBの提供する一部のキャンペーン、値引き、割引
を受けられない場合がございます。詳しくは各キャンペーンの適用条件をご参照
ください。
＊1ご登録いただいたソフトバンク携帯電話番号およびソフトバンク携帯電話番号に紐付いた契約者名、契約状態
などを指します。

（1）本割引の適用条件について
下記条件をすべて満たしたお客様に対し、本割引が適用されます。
・Yahoo! BB ホワイトプラン（a）の新規お申し込みと同時、または既にご利用中、ま
たはサービス変更のお申し込みと同時に本割引のお申し込みがあること。
・ソフトバンク携帯電話（ホワイトプラン）＊2をご契約していること。
・Yahoo! BB ホワイトプラン（a）契約者名とご登録いただくソフトバンク携帯電話
の契約者名がお申込者と同一名義またはご家族名義＊3であること。
・ご登録いただくソフトバンク携帯電話の契約者が個人名義であること。
＊2標準プランでもご加入いただけます。また、ホワイトプランであっても、一部特殊なご契約の場合、受付できないこ
とがあります。
＊3血縁・婚姻関係にある、又は同一住所であることが条件となり、専用の「同意書」および「家族であることを証明でき
る公共確認書類」をご提示いただく必要がございます。 また、18歳未満の場合は、親権者の同意が必要です。 

（2）本割引の内容について
本割引が適用された場合、以下の条件によって適用される本割引内容が異なります。
・ソフトバンク携帯電話がホワイトプランの場合、Yahoo! BB ホワイトプラン（a）の
基本料金（基本料490円＋プロバイダー料490円）が無料となります。また、従量料
金の上限額は2,980円＊4です。 
・  ソフトバンク携帯電話がSBBの指定する無線LAN対応機種＊5かつホワイトプラン
の場合＊6、ソフトバンク携帯電話のうち無線LAN対応機種をご利用の場合、Yahoo! 
BB ホワイトプラン（a）の基本料金（基本料490円＋プロバイダー料490円）が無料と
なり、従量料金の上限額2,980円の適用に加え、無線LANパック（レンタル）月額使用
料990円が無料です（ただし、別途無線LANパックをレンタルにてご契約の場合）。

＊4本割引適用により基本料金無料で50Mバイトまで従量料金なしでご利用いただけます。51Mバイトから198Mバイトま
では１Mバイトあたり20円（内訳：基本料の従量分１Mバイトあたり10円、プロバイダー料の従量分１Mバイトあたり 
10円）として加算し、199Mバイトの場合、2,960円です。また、上限200Mバイトの場合に2,980円となり、201Mバ
イト以上の場合でも加算されません。

＊5対応機種は弊社ホームページ（http://ybb.softbank.jp/wp/price_set.html）にてご確認いただけます。 
＊6ソフトバンクモバイルの販売履歴に登録されている最後にご購入いただいた機種が無線LAN対応機種である場合の
み適用です。 また携帯電話機の購入を伴わないご契約（USIM単体でのご契約の場合など）の場合は適用対象外です。

（3）ソフトバンクケータイセット割引登録事務手数料について
・本割引をYahoo! BB ホワイトプラン（a）の新規申込と同時にお申し込みいただか
なかった場合で、別途本割引にお申し込みいただいた場合（一旦解約され、再登
録の場合も含みます）は、登録事務手数料として3,150円がかかります。登録事務
手数料の請求については、本割引の適用をもって請求させていただきます。

（4）本割引の適用開始日について
・本割引を新規回線申し込みと同時にお申し込みの場合は、Yahoo! BB ホワイトプ
ラン（a）の契約成立日より本割引を暫定的に適用開始させていただきます。また、
既にYahoo! BB ホワイトプラン（a）の契約が成立済みでかつ、本割引を追加でお申
し込みの場合はお申し込み日の翌月1日より適用開始させていただきます。 ただ
し、工事完了後にお客様が申告された内容とソフトバンクモバイルに登録されて
いる内容が異なる場合は、通知の後取り消しさせていただきます。本割引をサービ
ス変更と同時にお申し込みの場合は、サービス料金の切り替え日より適用開始さ
せていただきます。

（5）本割引の変更について
・本割引を適用中にご登録いただいたソフトバンク携帯電話契約者の以下の情報
が変更された場合、適用している本割引内容を変更させていただきます。
・基本料金＋無線LANパック割引が適用されている期間に、ご登録いただいている
ソフトバンク携帯電話が無線LAN対応機種以外の機種となったとき。
・基本料金割引のみが適用されている期間に、ご登録いただいているソフトバンク
携帯電話が無線LAN対応機種となったとき。なお、お客様の都合によりご登録の
ソフトバンク携帯電話を変更される場合は、本契約を一度解約のうえ再登録いた
だく必要がございます。

（6）本割引の終了について
・本割引を適用中にご登録いただいたソフトバンク携帯電話契約者のご契約状態が変
わったことが確認された場合、お客様に通知の後、本割引を終了させていただきます。
・ソフトバンク携帯電話の料金プランがホワイトプランまたはホワイトプラン（i）以
外に変更された場合
・ソフトバンク携帯電話を解約した場合 
・ソフトバンク携帯電話の端末を本割引対象機種以外に機種変更した場合
・本割引とソフトバンク携帯電話の契約者が不一致となったとき（第三者への譲渡
を行った場合も含みます）
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契約の変更について　　   
・サービスの変更は、WEBページ（http://ybb.softbank.jp/support/member/）ま
たはSoftBank BB インフォメーションセンターにて承っております。
・Yahoo! BBサービスで「標準工事費」をお支払いいただいていた場合、Yahoo! BB
サービス内でのサービス変更後も引き続きお支払いいただきます。

＜Yahoo! BB ADSLからのサービス変更について＞
・Yahoo! BB ADSL 通常タイプ内／電話加入権不要タイプ内でのサービス変更、

Yahoo! BB ADSLからYahoo! BB ホワイトプラン（a）、Yahoo! BB 光 with フレッ
ツ、Yahoo! BB 光 フレッツコースへのサービス変更には、手数料等が発生いたし
ます。Yahoo! BB ADSL 通常タイプからYahoo! BB 光シティへのサービス変更の
場合は手数料不要です。詳細に関しては、上記URLにてご確認ください。
・サービス変更にてYahoo! BB ホワイトプラン（a）にお申し込みの場合は、お申し込
み日より７営業日後が属する月の翌月からサービス料金が切り替わり、従量料金が
発生いたします。
・サービス変更にてYahoo! BB ホワイトプラン（a）にサービス変更される場合、
現在ご使用中のモデムがご使用できなくなる場合がございます。モデムがレン
タルである場合、無償で交換いたしますが、買取済みのモデムのご利用を希望
される場合、買取済みのモデムがご利用できない場合もございますので事前に
SoftBank BB インフォメーションセンターにご相談ください。 

＜Yahoo! BB ホワイトプランからのサービス変更について＞
・Yahoo! BB ホワイトプラン 通常タイプ内／電話加入権不要タイプ内でのサービス
変更、Yahoo! BB ホワイトプランからYahoo! BB ADSL、Yahoo! BB 光 with フレッツ、
Yahoo! BB 光 フレッツコースへのサービス変更には、手数料等が発生いたします。
Yahoo! BB 光シティへのサービス変更は出来ませんのであらかじめご了承くださ
い。詳細に関しては、左記URLにてご確認ください。
・サービス変更にてYahoo! BB ADSLにお申し込みの場合は、お申し込み日より7営
業日後が属する月の翌月からサービス料金が切り替わります。サービス料金が切
り替わるまでの期間は従量料金が発生いたします。
・サービス変更後は、サービス変更料金切り替え日をもってYahoo! BB ホワイトプラ
ンの継続契約期間は解除されます。

＜Yahoo! BBバリュープランからのサービス変更について＞
・Yahoo! BB バリュープラン通常タイプ内／電話加入権不要タイプ内でのサービス
変更、 Yahoo! BB バリュープランからYahoo! BB ADSL、Yahoo! BB ホワイトプラ
ン（a）、Yahoo! BB 光 with フレッツ、Yahoo! BB 光 フレッツコースへのサービス
変更には、手数料等が発生いたします。
・Yahoo! BB バリュープラン内でのタイプ変更、Yahoo! BB 光シティへのサービス
変更は出来ませんのであらかじめご了承ください。

＜Yahoo! BB バリュープランからYahoo! BB ADSLへのサービス変更について＞
・お申し込み日より7営業日後が属する月の翌月からサービス料金が切り替わります。
・サービス変更料金切り替え日をもってYahoo! BB バリュープランの継続契約期間
は解除されます。

＜Yahoo! BB バリュープランからYahoo! BB ホワイトプラン（a）へのサービス変
更について＞
・お申し込み日より７営業日後が属する月の翌月からサービス料金が切り替わり、従
量料金が発生いたします。
・サービス変更料金切り替え日をもってYahoo! BB バリュープランの継続契約期間
は解除されます。

・サービス変更料金切り替え日をもって、新たにYahoo! BB ホワイトプランの継続
契約期間が発生いたします。

＜Yahoo! BB バリュープランからYahoo! BB 光 with フレッツ、Yahoo! BB 光 
フレッツコースへのサービス変更について＞
・Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 フレッツコースの契約成立日をもっ
てサービス料金が切り替わります。
・サービス変更料金切り替え日をもってYahoo! BB バリュープランの継続契約期間
は解除されます。
・サービス変更料金切り替え日をもって、新たにYahoo! BB 光 with フレッツ／

Yahoo! BB 光 フレッツコースの利用期間が発生いたします。
・Yahoo! BB バリュープランからYahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 フ
レッツコースへのサービス変更時のご注意事項は、Yahoo! BB ADSL／Yahoo! 
BB ホワイトプランからのサービス変更時のご注意事項と同様となります。サービ
ス変更時のご注意事項詳細については、Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! 
BB 光 フレッツコースの重要事項詳細をご確認ください。

＜Yahoo! BB バリュープランへのサービス変更について＞
・Yahoo! BB ADSL、Yahoo! BB ホワイトプラン（a）からYahoo! BB バリュープラン
へのサービス変更には、手数料等が発生いたします。
・Yahoo! BB 光 with フレッツ、Yahoo! BB 光 フレッツコース、Yahoo! BB 光シティ
からのサービス変更は出来ませんのであらかじめご了承ください。

＜Yahoo! BB ADSLからYahoo! BB バリュープランへのサービス変更について＞
・お申し込み日より7営業日後が属する月の翌月からサービス料金が切り替わります。
・サービス変更料金切り替え日をもってYahoo! BB バリュープランの継続契約期間
が発生いたします。

＜Yahoo! BB ホワイトプランからYahoo! BB バリュープランへのサービス変更に
ついて＞
・お申し込み日より7営業日後が属する月の翌月からサービス料金が切り替わります。
・サービス変更料金切り替え日をもってYahoo! BB ホワイトプランの継続契約期間
は解除されます。
・サービス変更料金切り替え日をもって、新たにYahoo! BB バリュープランの継続
契約期間が発生いたします。

＜サービス変更に伴う適用中の各種特典について＞
・Yahoo! BB バリュープランからその他Yahoo! BB サービスへサービス変更した場
合、またはYahoo! BB サービスからYahoo! BB バリュープランへサービス変更し
た場合、適用中の各種特典は、全て終了となりますのでご注意ください。

＜特典の継続可否について＞
■Yahoo! BB ADSLからYahoo! BB ホワイトプラン(a)にサービス変更される場合、
・加入特典
・「祝 Yahoo! BBもいっしょに引越しコース」
上記特典以外は終了となりますのでご注意ください。
■Yahoo! BB ホワイトプラン(a)からYahoo! BB ADSLにサービス変更される場合、
・加入特典
・「祝 Yahoo! BBもいっしょに引越しコース」
・お引越し特典
上記特典以外は終了となりますのでご注意ください。

契約の変更および解除について

Windows 8のパソコン環境にて、Yahoo! BBサービスをご利用いただく場合、いくつかご注意いただく点がございます。以下のホームページにて最新の情報をご確認のうえ、
ご利用ください。
【WEBページ】 http://ybb.softbank.jp/info/win8/

Windows 8に関するご注意点について

・Yahoo! BB バリュープランは、毎月のサービス料金にてご利用いただける定額制
ADSLサービスです。
・Yahoo! BB バリュープラン（50M／12M）は、下り最大（50M／12M）bpsの速度に
より、インターネットに接続するサービスです。
・Yahoo! BB バリュープランの契約期間は2年間（契約成立日が属する月から起算し
て24ヵ月間）です。Yahoo! BB バリュープランを契約期間満了の月以外で解約した
場合、解除料 9,975円がかかります。
Yahoo! BB バリュープランの解約のお申し出がなかった場合、更に2年間を契約期
間として自動更新となります。
※SBBが提供する他のサービスを同月内に解約することにより解除料が重複して発生する場合は、10,500円を解除料
の上限金額としてSBBに対して支払うものとします。

・Yahoo! BB バリュープランはベストエフォート型のサービスです。表示速度は最
高速度であり、保証するものではなく、当該速度よりも低い速度しか出ない場
合があります。また、開通までにお時間をいただく場合や技術的条件等によって
サービスをご利用いただけない場合があります。

・NTT東日本およびNTT西日本が提供する「加入電話・ライトプラン」にてYahoo! 
BB バリュープランをご利用いただく場合は、Yahoo! BB バリュープラン 通常タイプ
でのご提供となります。
※「加入電話・ライトプラン」はNTT東日本およびNTT西日本の登録商標および商標です。

Yahoo! BB バリュープランについて

・ADSLのプランがYahoo! BB ホワイトプラン（a）以外のサービスにサービス変更された場合＊7

・ご登録いただいた内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
・その他、SBBが本割引の適用は適切でないと判断した場合 
＊7ADSLを休止された場合、休止期間中は本割引も休止となり、再開時に引き続き適用させていただきます。

（7） ソフトバンク携帯電話の無線LAN対応機種をご利用時の注意点について
・ソフトバンク携帯電話の無線LAN対応機種をご利用いただく際に、ご自宅のパソ

コンに専用の通信ソフトウェアのインストールと無線LANまたはUSBによる接続
が必要となる場合がございます。インストールに必要なソフトウェアとアップデー
トに必要なファイルをWEBサイトからダウンロードする場合は従量通信対象で
す。iPhoneをご利用の場合、パソコンでiTunes上からアプリケーション、音楽ファイ
ルを購入（ダウンロード）するとき、通信が発生いたします。パソコンとiPhone間の
通信に関しては従量料金の計算対象とはなりません。
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・BBフォンの通話料についてはお客様のご利用開始時から解約成立までの通常料
金を頂戴いたします。
・BBフォンの通話料は、毎月末日締めにて通話時間と料金表の規定に従い月額計
算いたします。なお、BBフォンの通話料は、ご利用月の翌々月請求です。
・BBフォンサービスは、ベストエフォート型の回線を利用したIP電話サービスであ
り、回線の状況や設備の状況等により通話品質が低下する場合やご利用いただ
けない場合があります。また、開通までにお時間をいただく場合や技術的条件等
によってサービスをご利用いただけない場合があります。
・「110」、「119」等の緊急電話に代表される3桁番号、「0120」、「0800」、「0990」
等の電話番号およびサービス、ならびに他社IP電話の「050番号」の一部は、BB
フォンサービスの提供対象外です。
・Yahoo! BBサービス 通常タイプにおいてBBフォン以外の他社電話サービスをご利
用いただく場合、おかけになる電話番号の前に「0000」（ゼロを4回）ダイヤルしてご
利用ください。通話相手先に通知される番号は、一般加入電話の番号（03番号等）
になります。「ホワイトコール24」を契約中の場合でも無料通話とはならず、他社電話
会社からの通話料請求となりますのでご注意ください。
・Yahoo! BBサービス 電話加入権不要タイプは、ADSL専用回線を利用したサー
ビスであるため、「110」、「119」等の緊急電話に代表される3桁番号、「0120」、
「0800」、「0990」等の電話番号およびサービス、ならびに他社IP電話の「050
番号」の一部へは、一切発信できませんのでご注意ください＊1。また、他社IP電話
の「050番号」の一部からの着信もできません＊2。

・BBフォンから発信した場合、BBフォン「050番号」が相手先へ通知されます。ただ
し、通話相手先が番号表示機能（NTTのナンバー・ディスプレイ相当のサービス、ま
たは携帯電話など）をご利用の場合に限ります。
・BBフォン「050番号」は、お申し込み後にお届けする「Yahoo! BBご利用開始のご案
内」に記載されております。
・BBフォン「050番号」は、各種手続き・契約内容確認（BB会員サービス）で変更する
ことが可能です。BBフォン「050番号」を変更する場合は、変更手数料2,100円を頂
戴いたします。
・故障、サービス変更による接続機器の交換時にはBBフォンの利用開始にお時間
をいただく場合があります。
＊1ダイヤルすると話中音（ツーツー音）となります。
＊2発信者側には、発信元の事業者により「おつなぎすることができません」等のガイダンスが流れたり、話中
音等になります。

※通話が可能なIP電話事業者はWEBページ（http://ybb.softbank.jp/bbphone/）でご確認いただけます。

●以下の機能はYahoo! BBサービス 通常タイプにおけるBBフォンのものです。

BBフォンサービスの提供対象外となる電話番号およびサービスへの通話は自動的にお客様
がマイライン登録をされている通話サービスが利用され、通話料もお客様がご利用の電話
会社からの請求となります。

※Yahoo! BBサービス 電話加入権不要タイプの場合は、この機能はありません。

BBフォンサービスについて

解約について
・Yahoo! BBサービスの解約は、SoftBank BB インフォメーションセンターに解約の旨
ご連絡いただきました後、SBBからお客様宛に「解約手続書」をご送付いたします。

 「解約手続書」に、お客様のご署名の上、ご返送ください。
・Yahoo! BBサービスの解約日は、有効な解約手続書が弊社に到着した月の末日です。

SoftBank BB 
インフォメーションセンター

一般電話：0800-1111-820（通話料無料）
携帯・PHS：03-6688-1970（通話料はお客様負担）
受付時間／10：00～19：00（施設点検日およびメンテナンス日は休業）

・「Yahoo! BB」および付随サービスは、解約日の翌日から使用できなくなります。
・お客様の電話回線をYahoo! BBの設備から撤去する「電話局内撤去工事」は、お客様
のご都合にあわせ「解約日の翌営業日」「最短日」のどちらかをお選びいただきます。
・電話局内撤去工事日はYahoo! BBサービス 通常タイプの場合は解約日より約6営業
日後、Yahoo! BBサービス 電話加入権不要タイプの場合は解約日より約11営業日後
です。
・「最短日」をご指定いただいた場合であっても、ご利用料金は解約日の属する月の末日
分まで、1ヵ月分の料金を請求させていただきます（日割りでの請求は行いません）。
なお、「解約手続書」の到着が月をまたいでしまった場合（月初めに「解約手続書」が到
着した場合）は、その月の月額料金を請求させていただきますのでご注意ください。

・Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープランの解除料は、解約日の翌月
に請求させていただきます。
・レンタルのADSLモデムに関しては、当社が別途指定する住所にご返送ください。
なお、レンタルのADSLモデム返送に必要な送料はお客様にご負担いただきます。
この送料は、発送地によって異なります。
・Yahoo! BBサービス 電話加入権不要タイプを解約された場合、ADSL専用回線に
ついても解除させていただきますのであらかじめご了承ください。

＜Yahoo! BB ホワイトプラン／ Yahoo! BB バリュープランの解約に関するご注意点＞
・Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープランの契約期間は2年間
（契約成立日が属する月から起算して24ヵ月間）です。Yahoo! BB ホワイトプラ
ン／Yahoo! BB バリュープランを契約期間満了の月以外で解約した場合、解除
料 9,975円がかかります。本サービスの解約の申し込みがなかった場合、更に2
年間を契約期間として自動更新となります。
※SBBが提供する他のサービスを同月内に解約することにより解除料が重複して発生する場合は、10,500円を解除料の
上限金額としてSBBに対して支払うものとします。

・Yahoo! BB ホワイトプラン／Yahoo! BB バリュープランを契約中に休止した場合、
休止期間中は契約期間に含みません。したがって、契約期間中に休止し、その後再
開せずに解約した場合は解除料が発生いたします。

  また、再開後は休止を利用した期間（1ヵ月単位）分、契約更新日が延長されます。

加入特典適用条件

【適用対象者について】
1． 2013年2月1日以降、新たに以下の「Yahoo! BB サービス」にお申し込みいただい
たお客様。

・｢Yahoo! BB ADSL 通常タイプ｣／「Yahoo! BB ADSL 電話加入権不要タイプ」
（以下、｢Yahoo! BB ADSL｣とします）
・「Yahoo! BB ホワイトプラン(a) 通常タイプ｣／「Yahoo! BB ホワイトプラン(a) 電話加
入権不要タイプ」（以下、「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」とします）

・「Yahoo! BB バリュープラン 通常タイプ」／「Yahoo! BB バリュープラン 電話加入権
不要タイプ」（以下、「Yahoo! BB バリュープラン」とします）
なお、「Yahoo! BB ホワイトプラン(b)」にお申し込みのお客様は、加入特典は適用
されません。

2． 申込日を含む月の6ヵ月後の末日までにNTT工事が完了したお客様。
※ 過去にSBBが提供するADSLサービスを解約し、解約日を含む月の翌月から6ヵ月以内に再申し込みされる
お客様には、加入特典は適用されません。

※お申し込み後に、お客様のお申込内容を確認させていただく場合があります。お申し込みいただいた日を含む月
から7ヵ月以上経ってもご連絡がつかず、サービス利用のご意思が確認できない場合は、加入特典が適用されませ
んので、あらかじめご了承ください。

【特典／特典期間について】
1． Yahoo! BB ADSL、Yahoo! BB ホワイトプラン(a)月額利用料金に対する特典と特
典期間は以下①②からお選びいただけます。＊1＊2

　Yahoo! BB バリュープランにお申し込みのお客様は自動的に①が適用されます。
①「月額利用料金まるまる1ヵ月間無料特典」
契約成立日からその翌月の応当する日＊3まで（まるまる１ヵ月間）無料です。

※ 特典終了日の翌日から当月末日までの料金につきましては、日割り計算分に応じてお支払いいただきます。

②「月額利用料金6ヵ月間1,050円割引特典」
契約成立日の翌月から5ヵ月後の末日まで（まるまる6ヵ月間）1,050円割引となり
ます。
※ 契約成立日から当月末日までの料金につきましては、日割り計算分に応じてお支払いいただきます。
※Yahoo! BB ホワイトプラン(a)をお申し込みのお客様は月額従量料金＊4から最大1,050円割引となります。
　月額従量料金が1,050円より少ない場合には、その月額従量料金のみ割引となります。
＊1一部の販売代理店では「6ヵ月間1,050円割引特典」をお選びいただけない場合がございます。
＊2一部の販売代理店にて実施しているキャンペーン、割引が適用されると自動的に「まるまる1ヵ月間無料特典」が
適用される場合がございます。

＊3応当する日とは各月における契約成立日と同日のことを指します。契約成立日に応当する日がない場合は、その
月の末日です。

＊4「従量料金」とは利用データ量に応じて加算される「基本料」および「プロバイダー料」の490円～1,990円の変
動料金合算を指します。

2． 無線LANパック（レンタル）月額使用料、BBフォンオプションパック月額利用料
金、BBサポートワイドサービス月額基本料金、ユニバーサルサービス料の特典期
間は、契約成立日からその翌月の応当する日まで（まるまる1ヵ月間）です。

3． BBセキュリティ powered by SymantecTM Pluｓ（以下、「BBセキュリティ」としま
す）、BBソフトの特典期間は、契約成立日からその翌月の末日まで（最大2ヵ月
間）です。

4．  出張設置サポート「はじめてブロードバンド」の特典期間は契約成立日からその
翌月の応当する日まで（まるまる1ヵ月間）です。

加入特典の適用について
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【特典内容について】
 ＜「月額利用料金まるまる1ヵ月間無料特典」をお選びいただいた方＞

特典内容 備考 特典提供主体

Yahoo！ BB サービス
月額利用料金

まるまる1ヵ月間無料

基本料 ソフトバンクBB株式会社

プロバイダー料 ソフトバンクBB株式会社／
ヤフー株式会社

モデムレンタル料 ソフトバンクBB株式会社

回線使用料／Yahoo! BB 回線利用料 ソフトバンクBB株式会社

【オプションサービスに関する加入特典内容について】

特典内容 備考 特典提供主体

無線LANパック（レンタル）月額使用料 まるまる1ヵ月間無料 Yahoo! BBサービスと同時お申し込みで適用 ソフトバンクBB株式会社

BBフォンオプションパック月額利用料金 まるまる1ヵ月間無料 Yahoo! BBサービスと同時お申し込みで適用 ソフトバンクBB株式会社

BBセキュリティ powered by SymantecTM Plus月額利用料金  最大2ヵ月間無料 Yahoo! BBサービスと同時お申し込みで適用 ソフトバンクBB株式会社

BBソフト月額利用料金  最大2ヵ月間無料  Yahoo! BBサービスと同時お申し込みで適用 ソフトバンクBB株式会社

BBサポートワイドサービス月額基本料金 まるまる1ヵ月間無料 Yahoo! BBサービスと同時お申し込みで適用 ソフトバンクBB株式会社

ユニバーサルサービス料 まるまる1ヵ月間無料 ソフトバンクBB株式会社

出張設置サポート「はじめてブロードバンド」つながるまでまるまる1ヵ月間何度でも無料 ソフトバンクBB株式会社

※各特典内容のご注意点につきましては、下記をご参照ください。

 ＜「月額利用料金6ヵ月間1,050円割引特典」をお選びいただいた方＞

特典内容 備考 特典提供主体

Yahoo！ BB ADSL
Yahoo！ BB ホワイトプラン(a)

月額利用料金
6ヵ月間1,050円割引

基本料

Yahoo! BB ADSLをお申し込みの場合、1,050円割引
Yahoo! BB ホワイトプラン(a)をお申し込みの場合、最大1,050円割引

ソフトバンクBB株式会社

プロバイダー料 ソフトバンクBB株式会社

回線使用料／Yahoo! BB 回線利用料 ソフトバンクBB株式会社

※Yahoo! BB バリュープランをお申し込みのお客様は「月額利用料金6ヵ月間1,050円割引特典」はお選びいただけません。

■解除料免除について（Yahoo! BB ホワイトプラン（a）お申し込みのお客様のみ）
契約成立日からその翌月末日まで（最大2ヵ月間）に「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」
を解約された場合は免除期間とし、解除料は発生いたしません。なお、免除期間終
了後に解約された場合は、解除料が発生いたしますのでご注意ください。

■ サービス変更手数料免除について（Yahoo! BB ホワイトプラン（a）お申し込みの
お客様のみ）
契約成立日からその5ヵ月後の末日まで（最大6ヵ月間）に「Yahoo! BB ADSL」／
「Yahoo! BB バリュープラン」へサービス変更の手続きをされた場合は免除期間と
し、サービス変更手数料は発生いたしません。ただし、回線速度のサービス変更がと
もなう場合はサービス変更手数料が発生いたしますのでご注意ください。

■「BBフォンオプションパック」について
契約成立日からその翌月末日までにBBフォンオプションサービス（「ケータイ割
30」、「番号表示サービス」、「転送電話サービス」）のうちいずれか1つでも契約を
解除された場合は、特典対象外です。
※ BBフォンオプションサービス（「ケータイ割30」、「番号表示サービス」、「転送電話サービス」）を個別で申し込まれた
場合は、特典対象外となりますのでご注意ください。

■「BBセキュリティ｣について
本サービスをご利用いただくには、お申し込み後に専用WEBページよりソフトウェ
アを「ダウンロード」、「インストール」のうえ、お客様のパソコンにて「セットアップ」
作業を完了していただく必要があります。
※ 「BBセキュリティ powered by SymantecTM」、「BBセキュリティ powered by SymantecTM Lite」、「BBセキュリティ 

powered by McAfee®」、「BBセキュリティ powered by McAfee® Lite」は特典対象外となりますのでご注意くださ
い。

■「BBソフト」について
1．BBソフトの特典は、BBホーム、オフィスKINGSOFT®が無料となります。
2． 本サービスをご利用いただくには、本サービスにお申し込みのうえ、「BBソフト」
専用WEBページにて「BBソフト」の利用開始手続きを行っていただく必要があり
ます。

■「BBサポートワイドサービス」について
「訪問サポート」にかかる「訪問基本料金」、「訪問サポートメニュー料金」およびそ
の他料金として別途発生する宿泊交通費（離島への訪問サポートの場合）、動作確
認のための通信料、ソフトウェアの更新作業等の実費については、特典対象外です。

■出張設置サポート「はじめてブロードバンド」について
1． Windows 95はサポート対象外です。また、自作PCはサポート対象外です。
2. 出張設置サポート「はじめてブロードバンド」（以下、「出張設置サポート」としま
す）の対象となるOSは、日本語バージョンのみです。

3． Macintoshをご利用のお客様で、出張設置サポートの対象となるのは、オープン
トランスポート2.7以上でMac OS 9.1以上あるいはMac OS Xをご利用の場合です。

4． 離島にお住まいのお客様が出張設置サポートをご利用いただく際に、別途発生
する交通費はお客様負担となりますのでご了承ください。

5． 出張設置サポートは、サービス開通のため最大限努力をいたしますが、必ず開通
することを保証するものではありません。また、2回目以降の出張設置サポートを
お断りする場合があります。
詳しくは、お申し込み後にお届けする「Yahoo! BBご利用開始のご案内」に記載
のご注意点等をご確認ください。

【その他ご注意点】
1．  ご利用開始日（モデム接続日）が遅い場合は、特典期間は短くなりますのでご注
意ください。

2． 「BBフォン」の通話料は、お客様のご利用開始時から通常料金をお支払いいただ 
 きます。

3． Yahoo! BB サービス 通常プランにお申し込みのお客様は、特典期間中でもNTT
加入電話の月額基本料金が別途必要です。

4． 「おまかせINS乗り換えコース」をお申し込みのうえ、Yahoo! BB サービス 通常プ
ランにお申し込みされたお客様が、契約成立日からその翌月末日までに解約され
る場合は、「おまかせINS乗り換えコースもごまんぞく保証!」との併用が可能です。
詳しくは、「おまかせINS乗り換えコースもごまんぞく保証!」の適用条件をご確認
ください。
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お引越し特典の適用について
【適用対象者について】
下記条件をすべて満たすお客様が、お引越し特典の適用対象です。
1．「Yahoo! BB ADSL」／「Yahoo! BB ホワイトプラン」にお申し込みされ、「加入特
典」が適用されたお客様。

2.申込日の2ヵ月前の1日から申込日の2ヵ月後の末日まで（計5ヵ月間）に引越しをし
たことを確認できる証明書のコピー＊1を、SBB指定の証明書貼付シート＊2に貼付し、
SBB指定のあて先へ、契約成立日を含む月の翌月末日までに返送していただいた
お客様。
※お引越し特典は新住所でお申し込みいただいた方のみ適用となります。
＊1引越しをしたことを確認させていただくために、旧住所と氏名が記載されている公共機関発行の領収書・請求書＊3、
免許証、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票、その他行政機関が発行する証明書、氏名が記
載されている引越し業者の引越し代金の領収書、請求書のいずれか1点のコピーをお送りいただきます。

＊2SBB指定の証明書貼付シートは、専用ページ（http://ybb.softbank.jp/hikkoshi-a）よりご請求ください。
＊3公共機関発行の領収書・請求書とは、電気料金・水道料金・ガス料金の領収書・請求書、またそれらに準じた旧住
所と氏名が記載されている領収書・請求書のコピーを指します。各領収書・請求書に記載の氏名は、「Yahoo! BB 
ADSL」または「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」にお申し込みいただいている方の氏名、もしくは名字が同一である
必要があります。

3.SBBが同時期に実施する他のキャンペーン、割引については併用できない場合がご
ざいます。

【特典について】
1．お引越し特典として、「加入特典」終了日を含む月の翌月から10ヵ月間、下記金額
が割引となります。

・「Yahoo! BB ADSL」をお申し込みいただいたお客様：月額利用料金より1,050円割引
・「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」をお申し込みいただいたお客様：月額従量料金＊4

より最大＊51,050円割引
＊4「従量料金」とは利用データ量に応じて加算される「基本料」および「プロバイダー料」の490円～1,990円の変動
料金合算を指します。

＊5月額従量料金が1,050円より少ない場合には、その月額従量料金のみ割引となります。

2．「祝 Yahoo! BBもいっしょに引越しコース＊6」が優先して適用された場合、お引越
し特典による割引特典の終了月は延長いたしません。
＊6「祝Yahoo! BBもいっしょに引越しコース」とは、お申し込みいただいたADSLサービスのご利用開始後に引越しを
されたお客様に適用される利用料金の特典です。

3．ソフトバンクケータイセット割引をお申し込みのお客様は、お引越し特典は適用
されません。

【特典期間中の速度変更／サービス変更／ご利用休止について】
＜「Yahoo! BB ADSL」同タイプ内の速度変更の場合＞
・割引期間終了月は変わらず、継続して月額利用料金の1,050円割引が適用されます。

＜「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」同タイプ内の速度変更の場合＞
・割引期間終了月は変わらず、継続して月額従量料金の最大1,050円割引が適用されます。

＜「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」から「Yahoo! BB ADSL」へのサービス変更の場合＞
・ 割引期間終了月は変わらず、「Yahoo! BB ADSL」の月額利用料金の1,050円割引
が適用されます。

＜「Yahoo! BB ADSL」から「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」へのサービス変更の場合＞
・ サービス変更完了日を含む月で月額利用料金の1,050円割引は終了となります。また、
「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」の月額従量料金の最大1,050円割引も適用されません。

＜「Yahoo! BB ADSL」または「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」から「Yahoo! 
BB バリュープラン」／｢Yahoo! BB 光サービス｣へのサービス変更の場合＞

・ サービス変更完了日を含む月に「Yahoo! BB ADSL」の月額利用料金の1,050円割
引、または「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」の月額従量料金の最大1,050円割引の
適用は終了となります。

＜「Yahoo! BB ADSL」または「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」ご利用休止の場合＞
・「Yahoo! BB ADSL」または「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」のご利用休止によっ
て、割引期間が延長されることはありません。

・「Yahoo! BB ADSL」または「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」のご利用再開の時点
で、割引期間が残っている場合は残余期間分のみ「Yahoo! BB ADSL」の月額利
用料金の1,050円割引、または「Yahoo! BB ホワイトプラン(a)」の月額従量料金の
最大1,050円割引が適用されます。

【引越しをしたことを確認できる証明書のコピーの送付について】
1．SBBにてご確認させていただく氏名や旧住所のほかに、重要な個人情報が記載
されておりますので、コピーをお送りいただく際には「返信用の証明書見本」をご
参考に、SBBにて確認必要箇所である項目以外の個人情報は、必ず黒く塗りつぶ
して送付してください。

2．必要項目は以下の通りです。
   氏名／旧住所／発行年月日（引越し業者の領収書・請求書の場合は氏名／発行
年月日のみ）

3．ご送付いただきました各種領収書・請求書・証明書等のコピーは、必要項目の確
認後に速やかにSBBにて破棄させていただきます。また、ご送付いただきました
各種領収書・請求書・証明書等のコピーは、ご返却はできませんのであらかじめ
ご了承ください。

　お引越し特典の提供主体は、ソフトバンクBB株式会社です。

「おまかせINS乗り換えコース」もごまんぞく保証！の適用について
【適用対象となる方について】
下記条件をすべて満たすお客様が、「おまかせINS乗り換えコース」もごまんぞく保
証！（以下、「本コース」とします）の適用対象です。

1. NTT工事が完了し、「加入特典」が適用されたお客様のうち、ISDN回線をご利用
中で「Yahoo! BB サービス 通常プラン」お申し込み時に「おまかせINS乗り換え
コース」をご利用いただき、「Yahoo! BB サービス 通常プラン」解約時にNTT加入
電話に重畳しているお客様。

2.契約成立日から、翌月の末日までにYahoo! BBサービスを解約し、かつYahoo! 
BBサービス解約後20日以内に接続機器をSBBに返還（レンタルの場合）していた
だいたお客様。

3.以下3点の書類を専用封筒に入れて、契約成立日から最大6ヵ月以内にSBBへ郵
送していただいたお客様。

（1）「ISDN回線からアナログ回線へのNTT変更工事料」のご利用料金内訳書のコピー
（2）Yahoo! BBサービス解約後に実施した「アナログ回線からISDN回線へのNTT変
更工事料」のご利用料金内訳書のコピー

（3）SBB指定の手続き書「おまかせINS乗り換えコースもごまんぞく保証!ご返金シート」
※（1）および（2）については、NTT工事料金を確認できるNTTからの請求書に同封されている「ご利用料金内訳書」
のコピー（同一電話番号に限ります）をご用意ください。

※書類のうち、1点でも足りない場合はご返金いたしかねますのでご注意ください。
※本コースのお手続き方法については、解約手続き受付後にSBBから送付する「解約手続書」をご確認ください。
※Yahoo! BBサービス解約後にアナログ回線からISDN回線へ戻すNTT工事はお客様ご自身でNTTへご依頼ください。

【その他ご注意点】
1. SBBが負担するNTT局内工事料は、ISDN専用の付加機能を追加される場合の工
事料や、お客様宅内の配線工事などは含まれておりません。また、NTT工事料相
当分のお振り込み時期は、お客様からご返送いただく書類一式がSBBに到着して
から約1ヵ月後となります。

2.「加入特典」による特典期間終了後も継続してYahoo! BBサービスをご利用いた
だく場合は、通常の「おまかせINS乗り換えコース」が適用となり、ISDN回線から
アナログ回線への変更工事の費用は、お客様のご負担となります。詳しくは、｢お
まかせＩＮＳ乗り換えコース｣の内容をご確認ください。

本コースの提供主体は、ソフトバンクBB株式会社です。
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料金等

50M 50M Revo 26M 12M 8M リーチDSL

月
額
利
用
料
金

基本料 1,564円 1,564円 1,459円 1,249円 1,039円 1,039円

プロバイダー料 1,354円 1,354円 1,354円 1,354円 1,354円 1,354円

モデムレンタル料 1,039円 1,354円 1,039円 934円 724円 724円

小　計 3,957円 4,272円 3,852円 3,537円 3,117円 3,117円

（無線LANパック） 4,996円 5,311円 4,891円 4,576円 4,156円 ー

回線使用料
NTT東日本エリア 165円

NTT西日本エリア 173円

合　計

NTT東日本エリア 4,122円 4,437円 4,017円 3,702円 3,282円 3,282円

（無線LANパック） 5,161円 5,476円 5,056円 4,741円 4,321円 ー

NTT西日本エリア 4,130円 4,445円 4,025円 3,710円 3,290円 3,290円

（無線LANパック） 5,169円 5,484円 5,064円 4,749円 4,329円 ー

BBフォン通話料 従量制

ユニバーサルサービス料＊ 3.15円

標準工事費　3ヵ月目より60ヵ月 84円／月

※（無線LANパック）の料金は無線LANパック（レンタル）1,039円をお申し込みの場合の合計料金です。

50M 50M Revo 26M 12M 8M

月
額
利
用
料
金

基本料 1,564円 1,564円 1,459円 1,249円 1,039円

プロバイダー料 1,354円 1,354円 1,354円 1,354円 1,354円

モデムレンタル料 1,039円 1,354円 1,039円 934円 724円

小　計 3,957円 4,272円 3,852円 3,537円 3,117円

（無線LANパック） 4,996円 5,311円 4,891円 4,576円 4,156円

Yahoo! BB 回線利用料 1,837円

合　計 5,794円 6,109円 5,689円 5,374円 4,954円

（無線LANパック） 6,833円 7,148円 6,728円 6,413円 5,993円

BBフォン通話料 従量制

ユニバーサルサービス料＊ 3.15円

標準工事費　3ヵ月目より60ヵ月 84円／月

＊「ユニバーサルサービス制度」が開始されたことにともない、BBフォンをご契約いただいているお客様に「ユニバーサルサービス料」をお支払いいただいております。ユニバーサルサービス料は半年に1回料金の見直しが行われているため、
お支払いいただく料金が変更される場合があります。最新の情報はホームページ（http://ybb.softbank.jp/universal）をご覧ください。 
※NTT加入電話の月額基本料金（Yahoo! BB ADSL 通常タイプのみ）が別途必要です。 ※BBフォン以外の電話サービスを利用した通話や付加サービスの料金は、ご利用電話会社からの請求です。 

※（無線LANパック）の料金は無線LANパック（レンタル）1,039円をお申し込みの場合の合計料金です。

Yahoo! BB ADSL 通常タイプ

Yahoo! BB ADSL 電話加入権不要タイプ
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50M 50M Revo 26M 12M 8M

月
額
利
用
料
金

基本料 490円～1,990円　　　　　 ソフトバンクケータイセット割引適用

プロバイダー料 490円～1,990円　　　　　 ソフトバンクケータイセット割引適用

モデムレンタル料 990円 1,290円 990円 890円 490円

小　計 1,970円～4,970円 2,270円～5,270円 1,970円～4,970円 1,870円～4,870円 1,470円～4,470円

（ソフトバンクケータイセット割引）    990円～3,970円 1,290円～4,270円    990円～3,970円    890円～3,870円    490円～3,470円

Yahoo! BB 回線利用料 1,837円

合　計 3,807円～6,807円 4,107円～7,107円 3,807円～6,807円 3,707円～6,707円 3,307円～6,307円

（ソフトバンクケータイセット割引） 2,827円～5,807円 3,127円～6,107円 2,827円～5,807円 2,727円～5,707円 2,327円～5,307円

BBフォン通話料 従量制

ユニバーサルサービス料＊ 3.15円

標準工事費　3ヵ月目より60ヵ月 84円／月

＊「ユニバーサルサービス制度」が開始されたことにともない、BBフォンをご契約いただいているお客様に、「ユニバーサルサービス料」をお支払いいただいております。ユニバーサルサービス料は半年に1回料金の見直しが行われているため、お支
払いいただく料金が変更される場合があります。最新の情報はホームページ（http://ybb.softbank.jp/universal）をご覧ください。 

※ＮＴＴ加入電話の月額基本料金（Yahoo! BB ホワイトプラン 通常タイプのみ）が別途必要です。
※上記金額はモデムをレンタルにてご利用いただいた場合の月額利用料金です。

50M 50M Revo 26M 12M 8M

月
額
利
用
料
金

基本料 490円～1,990円　　　　　 ソフトバンクケータイセット割引適用

プロバイダー料 490円～1,990円　　　　　 ソフトバンクケータイセット割引適用

モデムレンタル料 990円 1,290円 990円 890円 490円

小　計 1,970円～4,970円 2,270円～5,270円 1,970円～4,970円 1,870円～4,870円 1,470円～4,470円

（ソフトバンクケータイセット割引）    990円～3,970円 1,290円～4,270円    990円～3,970円    890円～3,870円    490円～3,470円

回線使用料
NTT東日本エリア 165円

NTT西日本エリア 173円

合　計

NTT東日本エリア 2,135円～5,135円 2,435円～5,435円 2,135円～5,135円 2,035円～5,035円 1,635円～4,635円

（ソフトバンクケータイセット割引） 1,155円～4,135円 1,455円～4,435円 1,155円～4,135円 1,055円～4,035円    655円～3,635円

NTT西日本エリア 2,143円～5,143円 2,443円～5,443円 2,143円～5,143円 2,043円～5,043円 1,643円～4,643円

（ソフトバンクケータイセット割引） 1,163円～4,143円 1,463円～4,443円 1,163円～4,143円 1,063円～4,043円    663円～3,643円

BBフォン通話料 従量制

ユニバーサルサービス料＊ 3.15円

標準工事費　3ヵ月目より60ヵ月 84円／月

0円～1,490円

0円～1,490円

0円～1,490円

0円～1,490円

Yahoo! BB ホワイトプラン
解除料について 解除料9,975円

Yahoo! BB ホワイトプランの契約期間は2年間（契約成立日が属する月から起算して24ヵ月間）です。本サービスの解約の申し
込みがなかった場合、更に2年間を契約期間として自動更新です。また、契約期間満了の月（契約成立日が属する月から起算して
24ヵ月目）以外に解約した場合、解除料9,975円が発生いたします。
※SBBが提供する他のサービスを同月内に解約することにより解除料が重複して発生する場合は、10,500円を解除料の上限金額としてSBBに対して
支払うものとします。

Yahoo! BB ホワイトプラン（a） 通常タイプ

Yahoo! BB ホワイトプラン（a） 電話加入権不要タイプ
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Yahoo! BB バリュープラン 通常タイプ

50M 12M

月
額
利
用
料
金

基本料 1,086円 390円

プロバイダー料 400円 400円

モデムレンタル料 1,039円 934円

小　計 2,525円 1,724円

回線使用料
NTT東日本エリア 165円

NTT西日本エリア 173円

合　計
NTT東日本エリア 2,690円 1,889円

NTT西日本エリア 2,698円 1,897円

BBフォン通話料 従量制

ユニバーサルサービス料＊ 3.15円

標準工事費　3ヵ月目より60ヵ月 84円／月

Yahoo! BB バリュープラン 電話加入権不要タイプ

50M 12M

月
額
利
用
料
金

基本料 1,086円 390円

プロバイダー料 400円 400円

モデムレンタル料 1,039円 934円

小　計 2,525円 1,724円

Yahoo! BB回線使用料 1,837円 1,837円

合　計 4,362円 3,561円

BBフォン通話料 従量制

ユニバーサルサービス料＊ 3.15円

標準工事費　3ヵ月目より60ヵ月 84円／月

Yahoo! BB バリュープラン
解除料について 解除料9,975円

Yahoo! BB バリュープランの契約期間は2年間（契約成立日が属する月から起算して24ヵ月間）です。Yahoo! BB バリュープランを
契約期間満了の月以外で解約した場合、解除料 9,975円がかかります。Yahoo! BB バリュープランの解約のお申し出がなかった場
合、更に2年間を契約期間として自動更新となります。
※SBBが提供する他のサービスを同月内に解約することにより解除料が重複して発生する場合は、10,500円を解除料の上限金額としてSBBに対して
支払うものとします。
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標準工事費について

●Yahoo! BBサービスのご利用にあたり、標準工事費として、契約成立日が属する月の翌々月から、月額84円を60回払いにて総額5,040円をお支払いいただきます。一括でのお支払いをご希望の
場合に限り、5,040円を一括にて請求させていただきます。その場合、契約成立月の月末までにお手続きが必要です。なお、契約成立月の月末までにお手続きが完了していない場合、一括支払い
への変更はできませんのでご注意ください。
●標準工事費には、NTT工事費等の初期費用が含まれます。
●お客様宅内の配線工事、追加部品の設置、お客様宅の属するビル等の管理上の都合により当該ビル内の配線工事をNTTが実施できない場合にお客様が別途手配される配線工事等、NTT回線
の調整や保安器の取り替え等が必要な場合の費用は、5,040円の標準工事費に含まれず、別途頂戴いたします。
●なお、標準工事費の総額5,040円のお支払いが完了する前に、ご利用中のYahoo! BBサービスを解約された場合、残余分をお支払いいただく必要はございません。

「ユニバーサルサービス料」について

｢ユニバーサルサービス制度」が開始されたことにともない、BBフォンをご契約いただいているお客様に「ユニバーサルサービス料」をお支払いいただいております。
ユニバーサルサービス料は半年に1回料金の見直しが行われているため、お支払いいただく料金が変更される場合があります。最新の情報はホームページ（http://ybb.softbank.jp/universal）をご覧
ください。
※「ユニバーサルサービス制度」とは、NTT東日本・NTT西日本が提供しているユニバーサルサービス（加入電話、公衆電話、緊急通報などの国民生活に不可欠な電話サービス）を全国どの世帯でも公平で安定的に利用できる環境を確保
するために必要な費用を電話会社全体で応分に負担する制度のことをいいます。
※電話会社が負担する1電話番号当たりの負担額（番号単価）は、ユニバーサルサービス支援機関である社団法人電気通信事業者協会によって、半年に1回料金の見直しが行われているため、その内容に応じてお客様にお支払いいただく
料金が変更される場合があります。なお、「ユニバーサルサービス制度」について、詳しくは、社団法人電気通信事業者協会のホームページ（http://www.tca.or.jp/universalservice/）または音声・FAX案内（03-3539-4830：24時間受付）
にてご確認ください。

■BBフォン通話料金

BBフォンどうし ケーブルライン／
ひかりdeトークS 国内通話 海外通話

携帯電話
携帯電話各社共通料金

PHS
PHS各社共通料金

他社IP電話
「050番号」

0円 0円
日本全国一律

8.3895円
／ 3分 

全時間帯共通

アメリカ
（本土、アラスカ、ハワイ）

の場合

7.99円／ 3分 
全時間帯共通

8:00～
 23:00

23:00～
  8:00

セットアップ料金
（1通話毎） 全時間帯共通

他社IP電話
各社毎料金26.25円

／60秒 
21円
／60秒 10.5円 10.5円

／60秒 

※海外230以上の国と地域への通話が可能です。一部の国と地域につきましては、国際通信の取り扱いを中止させていただいております。国際通話料金表はWEBページ（http://ybb.softbank.jp/bbphone/）でご確認いただけます。
※アメリカ（本土・アラスカ・ハワイ）を除く海外への通話は1分毎の料金設定です。
※国際通話料金の消費税は不要です。
※他社IP電話「050番号」への通話が可能な事業者ならびに、通話料金についてはWEBページ（http://ybb.softbank.jp/bbphone/）でご確認いただけます。
※ひかりdeトークSは株式会社TOKAIケーブルネットワークが提供するサービスです。

BBフォンどうしの無料通話について

BBフォンどうしの無料通話は、通話相手先がご利用中のサービス種別により、無料通話にご利用いただける電話番号（一般加入電話の番号または、IP電話専用の050番号）が異なります。

●通話相手先がADSLサービス（通常タイプ）のBBフォンをご利用の場合
　一般加入電話の電話番号（03番号等）または、BBフォン「050番号」のどちらに発信しても、通話が無料になります。

●通話相手先がADSLサービス（電話加入権不要タイプ）、「Yahoo! BB 光 with フレッツ」、「Yahoo! BB 光 フレッツコース」のBBフォンをご利用の場合
　BBフォン「050番号」への発信のみ通話が無料になります。
　※通話相手先がBBフォン光をご利用されている場合は、一般加入電話の電話番号（03番号等）にて無料通話となります。
　※BBフォンどうしの通話は、通話相手先もBBフォンがご利用可能な状態（モデム等の宅内機器や電源が正しく接続されている等）の場合に限り無料です。

BBフォンをご利用の際は、「プププ・プププ」という接続音をご確認ください。一般加入電話回線を接続している場合、何らかの理由によりBBフォンをご利用いただけない際は、自動的にBBフォン以外の電話会社（マイライン等）
を利用した通話となり、通話料はご利用電話会社からの請求です。

■BBフォンが提供する3桁特番

3桁特番（サービス） サービス内容 ご利用料金

104（番号案内サービス）
BBフォンから「104」をダイヤルしていただくと、NTTの番号案内相当のサービスを、BBフォン
番号案内サービスのオペレータがご提供します。
※本サービスはNTTなどの番号案内サービスと同等の番号をご案内するものです。BBフォン「050番号」を案内す
るものではありません。   ※通話料金は発生しません。ご利用料金のみとなります。

  ※番号案内できなかった場合、ご利用料金は発生しません。

115（ほっと電報） BBフォンから「115」をダイヤルしていただくと、PSコミュニケーションズ株式会社の提供する
ほっと電報へ接続いたします。

通話料無料
※別途ほっと電報利用料金が発生します。

116（移転に関する窓口） BBフォンから「116」をダイヤルしていただくと、BBフォンの移転に関する手続きを承ります。
※BBフォンの窓口へ接続いたします。

無料

117（時報サービス） BBフォンから「117」をダイヤルしていただくと、NTTの時報案内相当のサービスを、BBフォン
の時報サービスとしてご提供します。 3分 8.3895円

【8:00～23:00】 月1回以内 63円
 月2回以降 1案内　 94.5円
【23:00～8:00】   1案内  157.5円

■接続機器料金について（買取）

機　器 BBModem 4-G トリオモデム3-G plus

ご利用いただけるサービス Yahoo! BB サービス
50M Revo

Yahoo! BB サービス
50M／ 26M／ 12M／ 8M

金　額 65,016円 49,896円
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お預かりする個人情報の取り扱いについて（要約）

ソフトバンクBB株式会社

当社は当社が取得した個人情報を大きく分けて以下の目的で利用します。当社のプ
ライバシーポリシーの全文はhttp://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.
html#cf2ndでご確認できます。

（1）お客様にご自分の登録情報の閲覧や修正、ご利用状況の閲覧を行っていただくた
めに、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入さ
れた商品、およびそれらの代金などに関する情報を表示する場合

（2）お客様にお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やお客様に
賞品や商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡
先情報を利用する場合

（3）お客様の本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、ク
レジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を
利用する場合

（4）お客様に代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの
種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号など
の支払に関する情報などを利用する場合

（5）お客様が簡便にデータを入力できるようにするために、当社に登録されている情
報を入力画面に表示させたり、お客様のご指示に基づいて他のサービスなど（提
携先が提供するものも含みます）に転送したりする場合

（6）代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、Yahoo! JAPAN
利用規約（http://docs.yahoo.co.jp/docs/info/terms/）に違反した方や、不正・不当
な目的でサービスを利用しようとする方のご利用をお断りするために、ご利用態様、
氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する場合

（7）お客様からのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に
関する情報など当社がお客様に対してサービスを提供するにあたって必要となる
情報や、お客様のサービスご利用状況、連絡先情報などを利用する場合
個人情報の第三者への提供に関しては、当社のプライバシーポリシー「Ⅱ個人情報
について 3.個人情報の開示への同意」および「4.個人情報の第三者への提供」をご
確認ください。

ヤフー株式会社

個人情報の取り扱いについての詳細および最新版は、当社ホームページを必ずご確
認ください。
http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html
当社は、個人情報の収集、利用、提供および公表等に当たり、「個人情報の保護に関
する法律」、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイド
ライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム－要求事項」の遵守徹底を図
り、当社の「個人情報保護のための行動指針」に従いお客さまの個人情報（氏名、住
所、電話番号、電子メールアドレス、お客さまID等、当社がお客さまに関して取得する
全ての個人情報（料金の支払いに関する実績を含む）。ただし通信の秘密に関する
情報を除く。）を以下の目的で利用いたします。
（1）個人情報の利用目的
①お問い合わせ対応、情報提供等のサポート
②課金計算
③料金請求
④マーケティング調査および分析
⑤当社および他社の商品、サービスおよびキャンペーンのご案内等
⑥NTT東日本およびNTT西日本、ならびにソフトバンクテレコム等の協定事業者
との相互接続に必要な業務

⑦情報通信業界の発展およびお客さまサービス向上のための情報提供
⑧当社サービスについての工事、保守や障害対応等のサポート
⑨その他、当社サービスおよびそれに付随するサービスの提供および管理に必
要な業務

（2）共同利用
当社は、上記（1）①から⑤および⑦、ならびに当社または共同利用者の商品およ
びサービスの提供可否判断、料金未払いの防止を利用目的として、お客さまの個
人情報を以下の者と共同利用いたします。
共同利用先

① 当社のグループ会社 ② ソフトバンクテレコム株式会社

③ ソフトバンクテレコム株式会社のグループ会社 ④ ソフトバンクモバイル株式会社

⑤ ソフトバンクモバイル株式会社のグループ会社

（3）第三者提供
当社は、法令にもとづく場合の他、下記利用目的の範囲で、お客さまの個人情報
を下記提携先に提供いたします。

提携先 目的

ソフトバンクテレコム株式会社
および

ソフトバンクモバイル株式会社
契約申し込み受付時の加入審査            

当社指定の携帯電話事業者の加入者
（同事業者経由）

当社指定のIP電話と当社指定の携帯電話同士
の通話料割引サービス加入対象の問い合わせ
対応と当該サービスの加入状況の通知

当社指定の携帯電話事業者の加入者
（同事業者経由）

当社の電気通信サービスが携帯電話の電気
通信設備等として利用される際、その提供可
否判断と登録情報の適切な維持

（4）お客さまからNTT東日本およびNTT西日本等の協定事業者への契約手続き、代金支
払いその他の手続き等に必要なお客さまの情報の通知を、協定事業者より受けるこ
とがあります。

（5）お客さまより取得した個人情報の利用目的の通知または開示もしくは訂正等をご本
人さまから求められた場合については、原則として書面にて回答します（利用目的の
通知または開示については手数料を頂戴する場合があります）。

（6）個人情報の開示もしくは訂正等に関するお問い合わせ窓口
連絡先窓口：個人情報お問い合わせ窓口
受付メールアドレス：privacy@ybb-support.jp
受付電話番号：0120-981-928（無料）
（携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用いただけません）
受付時間：10：00～18：00 （月～金）
（祝日、年末年始、施設点検日、システムメンテナンス日を除く）
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お問い合わせ先

● お電話でのお問い合わせ 電話番号の前に186をつけてダイヤルすると、お問い合わせ時間が短縮されます。

機器設定、インターネット、接続障害等に関するお問い合わせはこちら

SoftBank BB

テクニカルサポートセンター

一般電話
0800-2222-820（通話料無料）
※電話加入権不要タイプのBBフォンサービスからお問い合わせの際は、 

050-1120-1231におかけください。

携帯・PHS 03-6688-5120（東京）※通話料はお客様負担

受付時間 10:00～19:00 ※年中無休／施設点検日およびメンテナンス日は休業

● インターネットでのお手続き

ご利用料金の確認、ご登録情報の確認／変更、各種サービスのお申し込み等はこちら

各種手続き・契約内容確認（BB会員サービス） http://ybb.softbank.jp/support/member
※各種手続き・契約内容確認（BB会員サービス）をご利用いただくには、Yahoo! JAPAN IDとパスワードが必要です。

● インターネットでのお問い合わせ  

※Yahoo! BBサービスをご利用中のお客様は、Yahoo! JAPAN IDとパスワードが必要です。

①お客様サポート『http://ybb.softbank.jp/support』へアクセス

② 画面上部の「お問い合わせ」をクリック

③「メールでのお問い合わせ」をクリック

24時間受付可能

※記載内容は2013年4月1日現在のものです。※記載の価格は税込価格です。ただし、違約金は不課税とします。※サービス内容、提供条件、特典内容および適用条件は、改善等のため予告なく
変更する場合があります。※NTT各種料金の税込価格は、NTT東日本およびNTT西日本の表示内容にあわせて記載しております。※NTTの各費用は変更となる場合があります。※記載されて
いる会社名、製品名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。

ソフトバンクBB株式会社　ヤフー株式会社J01-130401

サービス内容、各種お手続きに関するお問い合わせはこちら

SoftBank BB

インフォメーションセンター

一般電話
0800-1111-820（通話料無料）
※電話加入権不要タイプのBBフォンサービスからお問い合わせの際は、 

050-1120-1231におかけください。

携帯・PHS 03-6688-1970（東京）※通話料はお客様負担

受付時間 10:00～19:00 ※施設点検日およびメンテナンス日は休業 

ご利用料金、請求料金に関するお問い合わせはこちら

SoftBank BB

料金センター

一般電話
0120-665-265（通話料無料）
※携帯・PHSからでもご利用いただけます。
※電話加入権不要タイプのBBフォンサービスからはご利用いただけません。

受付時間 10:00～19:00 ※施設点検日およびメンテナンス日は休業 


