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ホワイト学割 with家族 2014 提供条件書 

                                                         表記の金額は全て税抜価格です 

ソフトバンクモバイル/ディズニーモバイル・オン・ソフトバンク（以下、当社と記載）共通 

 

 

 ホワイト学割 with家族 2014（以下、当キャンペーンと記載）について 

当キャンペーンは、対象となるお客様が携帯電話機の購入を伴う新規加入と同時にお申し込み頂いた場合に限り、 

適用されるキャンペーンとなります。当キャンペーンが適用された場合、ホワイトプランもしくは、ホワイトプラン（i） 

（以下、併せてホワイトプランと記載）の基本使用料の無料等の特典を提供致します。 

 

 当キャンペーンの受付期間について 

受付期間    2014年 1月 16日（木）～2014年 6月 1日（日） 

 

 当キャンペーンの適用条件について 

以下、当キャンペーンが適用された学生のお客様を「適用者（学生）」、ご家族のお客様を「適用者（家族）」と記載します。 

 当キャンペーンにお申し込み頂けるお客様は以下の通りです。 

1. 当社が指定する条件を満たした学生のお客様 

2. 上記 1に該当する学生のお客様のご家族 

 学生とは、未就学児童、または小学生以上で連続して 12ヶ月以上の就学期間を要するなど、当社が指定する学校に 

在籍するお客様を言います。 

 適用条件は、適用者（学生）と適用者（家族）で異なります。 

対象 適用条件 

共通  携帯電話機の購入を伴う新規加入と同時のお申し込みであること 

 加入必須サービス（ホワイトプラン/S!ベーシックパック/当社指定のパケット定額サービス）へ加入すること 

 キャンペーン期間中にお申し込み頂いていること 

 お一人様につき、1回目のお申し込みであること 

①同一名義(ご使用者)のソフトバンクモバイル又はディズニーモバイル・オン・ソフトバンクにて、過去の 

学割キャンペーン（※1）への加入履歴があった場合、当キャンペーンへの再申し込みを不可とします。 

ただし、下記条件を満たす場合に限り、当キャンペーンへの再申し込み（再適用）を可能とします。 

 MNPでの契約であること 

 適用対象期間内にお申し込み頂くこと   

※適用対象期間 2014年 2月 11日（火）～2014年 6月 1日（日） 

 下記の過去の学割キャンペーンに申し込みされていたお客様 

「ホワイト学割」「ホワイト学割 with家族」「ホワイト学割 with家族 2010」 

「ホワイト学割 with家族 2011」「ホワイト学割 with家族 2012」 

（ディズニーモバイル・オン・ソフトバンクの学割キャンペーンも含みます） 

※「ホワイト学割 with家族 2013」「のりかえ学割」「ホワイト学割 with家族 2014」への加入履歴が 

ある場合は、再申し込み(再適用)不可とさせて頂きます。 

②既に、同一名義（ご使用者）にて、学割キャンペーン適用中の回線をご契約の場合、該当回線以外に 

当キャンペーンをお申し込み（複数回線でのキャンペーン適用）をする事は不可とさせて頂きます。 

 ご契約時、ご使用者様ご本人の来店があること 



 

 

ホワイト学割 with家族 2014   更新日：2014 年 5月 15 日 

 
Copyright@ 2014 SOFTBANK MOBILE corp. All rights reserved 

2/6 

適用者 

（学生） 

上記共通条件に加えて、以下の条件を満たしていること 

1. お申し込み時点で、未就学児童もしくは学校教育法にて定められている等の条件を具備している学校に 

在籍していること 

2. 契約時に学生証など上記 1の条件を満たす学校への在籍を証明する確認書類（※2）の提出があること 

適用者 

（家族） 

上記共通条件に加えて、以下の条件を満たしていること 

1. お申し込み時点で、学生のお客様に当キャンペーンが適用されていること 

2. 適用者（学生）と同じ「ホワイト家族 24」（ディズニーモバイル・オン・ソフトバンクの「ホワイト家族 24（D）」を 

含み、以下、家族割引と記載）に加入していること 

※1 「ホワイト学割」「ホワイト学割 with家族」「ホワイト学割 with家族 2010」「ホワイト学割 with家族 2011」 

 「ホワイト学割 with家族 2011（みまもり）」「ホワイト学割 with家族 2012」「ホワイト学割 with家族 2013」 

 「のりかえ学割」、もしくは「ホワイト学割 with家族 2014」 

※2 中学生以下の場合は、年齢が確認できる書類 

 家族割引へのお申し込みには、家族関係の申告および家族関係を証明する書類が必要です。 

なお、「ホワイト家族 24」の詳細は、弊社カタログもしくはホームページにて、ご確認下さい。 

 法人契約でのお申し込みのお客様は、当キャンペーンにお申し込み頂けません。 

 ディズニーモバイル・オン・ソフトバンク/ウィルコム/イー・モバイル（EMOBILE 4G-S）とソフトバンクとの MNP（のりかえ） 

での新規契約の場合は、当キャンペーンに、お申し込み頂けません。 

 携帯電話のご契約者名義は、原則、ご使用者様の名義でご契約頂きます。 

なお、ご使用者様が 12歳未満の場合は、親権者名義にてご契約頂きます。 

 当キャンペーンは「バンバンのりかえ割」「ご紹介キャッシュバック」等との併用はできません。 

 当キャンペーンの適用期間は、適用者（学生）と適用者（家族）によって、異なります。 

対象者 当キャンペーンの適用期間 

適用者（学生） 
37ヶ月間 

適用者（家族） 
MNPをご利用のお客様 

MNPをご利用でないお客様 13ヶ月間 

 当キャンペーンが適用となった請求月を 1ヶ月目とし、請求月単位で当キャンペーンを適用します。 

なお、請求締日の変更などにより、キャンペーン適用期間の月数に満たない場合がございます。 

 

 当キャンペーンの解除条件について 

適用者（学生）、もしくは適用者（家族）が以下のいずれかに該当した場合、解除条件を満たした請求月の前月までの 

割引適用とし、解除条件を満たした当月より通常料金となります。 

対象 解除条件 

共通 1. 当キャンペーンのキャンペーン適用期間が満了した場合 

2. ホワイトプラン以外の料金プランに変更された場合 

3. 当社指定のパケット定額サービスを解除もしくは当社指定外のパケット定額サービスに変更された場合 

4. S!ベーシックパックを解除された場合 

5. 当キャンペーン適用回線の譲渡/承継もしくは使用者名義の変更をされた場合 

6. 電話番号・メールアドレスお預かりサービスの申込をされた場合 

※電話番号・メールアドレスお預かりサービスへの申込に伴い、適用者（学生）のキャンペーン適用が解除 

された場合、適用者（家族）のキャンペーン適用も解除されます。 
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※電話番号・メールアドレスお預かりサービスへ申込に伴い、適用者（家族）のキャンペーン適用が解除 

された場合でも、適用者（学生）は当キャンペーンの適用条件を満たす限り、キャンペーン適用は継続 

されます。 

適用者 

（家族） 

上記共通条件もしくは、以下のいずれかに該当した場合 

1. 適用者（学生）との家族割引を解除された場合 

2. キャンペーン期間満了以外の理由で、適用者（学生）のキャンペーン適用が解除された場合 

 

 当キャンペーン適用後であっても、当社基準により適用外であることが判明した場合、当該回線への適用を 

取り消しさせて頂きます。 

 

 当キャンペーンの特典について 

下記、3つの特典の内、いずれか 1つをお選び頂けます。 

 

1.「ホワイトプラン基本使用料無料」特典 

本特典を選択された場合は、キャンペーン適用期間中のホワイトプラン基本使用料（934円/月）を無料とさせて頂きます。 

対象者 特典内容 

適用者（学生） 
ホワイトプラン基本使用料 37ヶ月間無料 

適用者（家族） 
MNPをご利用のお客様 

MNPをご利用でないお客様 ホワイトプラン基本使用料 13ヶ月間無料 

【受付期間】  2014年 1月 16日（木）～2014年 6月 1日（日） 

 適用者（学生）および適用者（家族）が対象となります。 

 当キャンペーンが適用となった請求月を 1ヶ月目として、請求月単位で、キャンペーン適用期間分の基本使用料が 

無料となります。 

 新規加入月は、日割り計算後の基本使用料を無料とします。 

 当キャンペーンの解除もしくは適用期間終了後は、通常料金となります。 

 ホワイトプランは 2年契約で自動更新となり、更新月以外での解約等には、契約解除料（9,500円）がかかります。 

 

2.「ヘルスケアお得パック 2年実質無料＋ホワイトプラン基本使用料 1年無料」特典 

本特典を選択された場合は、以下の 2つの特典を提供致します。 

1) スマート体組成計と Fitbit Flex（以下、「リストバンド」とします）の利用料を 2年間実質無料にて提供。 

・当キャンペーンをご契約頂いた回線の毎月のご利用料金より、(980円/月)を 2年間割引致します。 

・スマート体組成計の契約事務手数料を無料と致します。 

・スマート体組成計のユニバーサルサービス料 (3円/月)を 25ヶ月間無料と致します。 

2) 当キャンペーンにご加入頂いた回線のホワイトプラン基本使用料(934円/月)を 1年間無料にて提供。 

対象者 特典内容 

適用者（学生） ヘルスケアお得パック 24ヶ月間実質無料 

ホワイトプラン基本使用料 13ヶ月間無料 適用者（家族） MNPをご利用のお客様 

【受付期間】  2014年 2月 14日（金）～2014年 6月 1日（日） 

※スマート体組成計/リストバンドの申込・契約可能期間は、2014年 6月 30日（月）迄とします。 

 適用者（学生）および、MNPをご利用の適用者（家族）が対象となります。 

 ディズニーモバイル・オン・ソフトバンクでのご契約の場合、本特典を選択する事はできません。 
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 スマート体組成計は、「スマート体組成計専用 2年契約」、「スマート体組成計基本料無料プログラム」への加入が 

必須となります。 

 本特典を選択される場合、ご契約頂く回線は、パケット定額サービス（フラット）への加入が必須となります。 

 スマート体組成計は新スーパーボーナスでの契約が必須となります。 

 本特典を選択される場合、ご契約頂く回線は、スマート一括での契約は対象外となります。 

 「ヘルスケアお得パック 2年実質無料」特典は、スマート体組成計のご契約が完了となった翌請求月を 1ヶ月目として、 

24ヶ月間適用致します。 

 また「ホワイトプラン基本使用料 1年無料」特典は、当キャンペーンが適用となった請求月を 1ヶ月目として、 

請求月単位で、キャンペーン適用期間分の基本使用料が無料となります。 

 「ホワイトプラン基本使用料 1年無料」特典において、新規加入月は、日割り計算後の基本使用料を無料とします。 

 当キャンペーンの解除もしくは適用期間終了後は、通常料金となります。 

 当キャンペーンをご契約頂いた回線が解約等もしくはキャンペーン適用条件が解除となった場合、上記特典 1)、2)ともに 

提供終了となります。 

 スマート体組成計ならびにリストバンドを解約等、また、ヘルスケアお得パックを解除された場合でも、当キャンペーンを 

ご契約頂いた回線へ提供する特典（基本使用料 1 年無料ならびに、ヘルスケアお得パック実質 2 年無料）は継続致しま

す。ただし、スマート体組成計へ提供される特典（ユニバーサルサービス料の 25ヶ月間無料）は終了致します。 

 ホワイトプランは 2年契約で自動更新となり、更新月以外での解約等には、契約解除料（9,500円）がかかります。 

 スマート体組成計は 2年契約で自動更新となり、更新月以外での解約等には、契約解除料（9,500円）がかかります。 

 リストバンドの 2年以内の解約、携帯電話利用契約の解約等には、契約解除料（7,143円）がかかります。 

 

3.「スピーカー(harman/kardon製)進呈＋ホワイトプラン基本使用料 1年無料」特典 

 ※本特典の受付期間が変更となりました。 

本特典を選択された場合は、以下の 2つの特典を提供致します。 

1) スピーカー（harman/kardon製）を進呈。 

2) 当キャンペーンにご加入頂いた回線のホワイトプラン基本使用料(934円/月)を 1年間無料にて提供。 

対象者 特典内容 

適用者（学生） 

適用者（家族） ※MNPをご利用のお客様のみ 
ホワイトプラン基本使用料 13ヶ月間無料 

【受付期間】  適用者（学生） 2014年 3月 1日（土）～2014年 3月 31日（月） 

   適用者（家族） 2014年 3月 13日（木）～2014年 3月 31日（月） 

 適用者（学生）と MNPをご利用された適用者（家族）のみ対象となります。 

※MNPをご利用されていない適用者（家族)は対象外となります。 

 本特典を選択される場合、ご契約頂く回線は、4G/4G LTE対応スマートフォンの購入が必須となります。 

 本特典を選択される場合、ご契約頂く回線は、パケット定額サービス（フラット）への加入が必須となります。 

 本特典を選択される場合、ご契約頂く回線は、スマート一括での契約は対象外となります。 

 また「ホワイトプラン基本使用料 1年無料」特典は、当キャンペーンが適用となった請求月を 1ヶ月目として、 

請求月単位で、キャンペーン適用期間分の基本使用料が無料となります。 

 「ホワイトプラン基本使用料 1年無料」特典において、新規加入月は、日割り計算後の基本使用料を無料とします。 

 当キャンペーンの解除もしくは適用期間終了後は、通常料金となります。 

 当キャンペーンをご契約頂いた回線が解約等もしくはキャンペーン適用条件が解除となった場合、特典 2)は、 

提供終了となります。 
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 ホワイトプランは 2年契約で自動更新となり、更新月以外での解約等には、契約解除料（9,500円）がかかります。 

 スピーカー（harman/kardon製）は、お申し込み後、後日、ご指定頂いたご住所宛へ配送させて頂きます。 

 配送先は、日本国内に限ります。宛先不明・長期不在等で事務局へ返送された場合、再発送は致しません。 

 発送時点で、当キャンペーン適用の回線(携帯電話)を解約、または当キャンペーンを解除されている場合は、 

特典の発送は致しません。 

 スピーカー（harman/kardon製）は、数に限りがございます。在庫終了となった場合には、その他の特典よりお選びください。 

 

【オンラインショップでのご契約時のご注意】 

適用者（家族）の方は、オンラインショップでのお申し込みはできません。 

 

 S!ベーシックパック（月額使用料：300円）について 

詳細につきましては、S!ベーシックパックの項目をご確認ください。 

 

 当社指定のパケット定額サービスについて 

詳細につきましては、パケット定額サービスの項目をご確認ください。 

 SoftBank3Gの場合 

パケットし放題 S       定額料：372円 ～ 4,200円/月 

パケットし放題       定額料：980円 ～ 4,200円/月 

パケットし放題フラット      定額料：4,200円/月 

 iPhoneの場合 

パケットし放題フラット      定額料：4,200円/月 

パケットし放題 for スマートフォン（キャンペーン）    定額料：980円 ～ 4,200円/月 

パケットし放題フラット for 4G LTE （4G LTE 定額プログラム適用時）  定額料：5,200円/月 

パケットし放題 for 4G LTE      定額料：2,000円 ～ 6,200円/月 

 SoftBankスマートフォンの場合 

パケットし放題フラット for スマートフォン     定額料：5,200円/月 

パケットし放題 S for スマートフォン     定額料：372円 ～ 5,700円/月 

パケットし放題フラット for 4G      定額料：5,700円/月 

パケットし放題 for 4G      定額料：2,000円 ～ 6,200円/月 

パケットし放題フラット for シンプルスマホ    定額料：2,839円/月 

 

 ご家族の先行受付について 

   【ご家族の先行受付期間】  2014年 1月 31日(金) ～ 2014年 6月 1日(日) 

 後日、学生のお客さまが｢ホワイト学割 with家族 2014｣に新規加入される旨のお申し出があることを条件に、 

先行して新規加入されたご家族(以下、「先行ご家族」と記載します。)に当キャンペーンを適用致します。 

 以下の条件を満たしている場合、自動的に先行ご家族へ当キャンペーンを適用致します。 

・先行ご家族の新規加入時に、後日学生のお客様が、当キャンペーンに加入される旨のお申し出があること 

・先行ご家族の新規加入後、キャンペーン期間内に学生のお客様が当キャンペーンに加入頂いていること 

・先行ご家族の新規加入および学生のお客さまの新規加入が、携帯電話機の購入を伴うこと 

・加入必須サービスに加入していること（ホワイトプラン R/S!ベーシックパック/当社指定のパケット定額サービス） 

・キャンペーン期間内にお申し込み頂いていること 
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・おひとりにつき 1回目のお申込みであること（現在もしくは過去に、学割キャンペーンに加入されている場合は対象外） 

・適用者（学生）と同じ家族割引に加入していること 

 後日、学生のお客様が当キャンペーンに加入されなかった場合、他のキャンペーンを後から、お申し込み頂くことは 

できません。 

 以下のいずれかに該当した場合、先行ご家族への当キャンペーン適用はいたしません。 

・学生のお客さまの新規加入前に、先行ご家族が加入必須サービスを解除した場合 

・学生のお客さまが加入されなかった場合 

 先行ご家族は、「ホワイトプラン基本使用料無料」特典のみの適用となります。 

 お一人様につき、1回目のお申し込みであること 

また、同一名義(ご使用者)のソフトバンクモバイル又はディズニーモバイル・オン・ソフトバンクにて、過去の学割キャンペーン 

への加入履歴があった場合、当キャンペーンへの再申し込みを不可とします。 

ただし、下記条件を満たす場合に限り、当キャンペーンへの再申し込み（再適用）を可能とします。 

 MNPでの契約であること 

 適用対象期間内にお申し込み頂くこと   

※適用対象期間 2014年 2月 11日（火）～2014年 6月 1日（日） 

 下記の過去の学割キャンペーンに申し込みされていたお客様 

「ホワイト学割」「ホワイト学割 with家族」「ホワイト学割 with家族 2010」 

「ホワイト学割 with家族 2011」「ホワイト学割 with家族 2012」 

（ディズニーモバイル・オン・ソフトバンクの学割キャンペーンも含みます） 

※「ホワイト学割 with家族 2013」「のりかえ学割」「ホワイト学割 with家族 2014」への加入履歴がある場合は、 

再申し込み(再適用)不可とさせて頂きます。 

 

 ホワイト学割 with家族 2014 提供条件書記載事項の変更について 

当社ホームページの掲載、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）の配信または当社が適当と判断する方法にて通知することによって、当社は 

本提供条件書の記載内容を変更できるものとさせていただきます。この場合、料金その他の提供内容につきましては、 

変更後の条件が適用されるものとします。最新の提供条件書は、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）にも 

記載いたしますので、ご確認ください。 

なお、ホワイト学割 with家族 2014 提供条件書記載事項以外の部分につきましては、3G/4G通信サービス契約約款の 

規定を適用します。 

 

http://www.softbank.jp/

