
 

 

■「スマホまとめて割」概要 

1．内容 

ソフトバンクの携帯電話を利用されているお客さまが一緒にタブレットも利用することで、タブレット

の基本使用料が 2 年間 0 円からになるキャンペーンです。また、月額基本使用料 4,410 円（通常 5,985

円）の定額で 2 年間利用できるプランを選ぶことも可能です。 

 
2．毎月のお支払いイメージ（iPad の場合） 

 
（iPad専用）ゼロから定額プラン

for 4G LTE 

（iPad 専用）ベーシックデータ 

定額プラン for 4G LTE 

基本使用料 0～4,935 円※1 4,410 円※2 

ウェブ基本使用料 0～315 円 315 円 

ソフトバンクWi-Fiスポット 490 円 無料 

合計 490 円～ 4,725 円 
※1 26 カ月目以降は 525～5,460 円となります。 
※2 26 カ月目以降は 4,935 円となります。 
※ 各料金プランは2年契約（自動更新）となり、更新月（契約期間満了の翌請求月）以外の解約などには契約解除料（9,975円）がかかりま

す。また、毎月ご利用のデータ量が7GBを超えた場合、請求月末まで通信速度を送受信最大128kbpsに制限いたします。別途お申

し込みいただくことで制限なくご利用いただけます（2GB 毎に 2,625 円かかります）。なお、通信速度制限の予告／開始を iPad
の画面上でお知らせいたします。お知らせが不要の場合は My SoftBank で設定をオフにすることができます。 

 
3．加入条件 

・iPhone、SoftBank スマートフォン、ソフトバンク 3G 携帯電話を利用中のお客さまで、期間中に、

iPad mini、iPad Retina ディスプレイモデルの Wi‑Fi + Cellular モデルを新規加入または機種変更で

購入すること 

 ・iPad mini、iPad Retina ディスプレイモデルとソフトバンク携帯電話の契約が同一名義かつ同一請

求先であること 

 
4．申込受付期間 

 2012 年 11 月 30 日から 2013 年 1 月 31 日まで 
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■「スマホ下取り割」概要 

1．内容 

新規契約・機種変更で iPhone 5 や 4G スマートフォン、iPad mini、iPad Retina ディスプレイモデル

を購入したお客さまを対象に、それまで利用されていたスマートフォンや iPad（Wi-Fi モデル含む）を

ソフトバンクテレコム株式会社が下取りし、下取りした機種に応じて毎月の利用料金から割引するキャ

ンペーンです。 
※ 液晶割れなどの大きな破損がある場合は下取りできません。 

 
2．下取りによる割引額（iPad の場合） 

 機種名 64GB 32GB 16GB 

iPad 
（第 3 世代） 

Wi‑Fi + Cellular 20,000 円 18,000 円 16,000 円 

Wi‑Fi 18,000 円 16,000 円 14,000 円 

iPad 2 
Wi‑Fi + 3G 14,000 円 12,000 円 10,000 円 

Wi‑Fi 10,000 円  8,000 円  6,000 円 

iPad 
Wi‑Fi + 3G 3,000 円 

Wi‑Fi 2,000 円 

 
3．加入条件 

新規または機種変更で iPhone 5、4G スマートフォン、iPad mini、iPad Retina ディスプレイモデルの

Wi‑Fi + Cellular モデルを購入すること 

 
4．申込受付期間 

 2012 年 11 月 30 日から 2013 年 1 月 31 日まで 
 
※ お客さまご本人が、ソフトバンク取扱店で「スマホ下取り割」をお申し込み後、ソフトバンクの下取り対象機種をソフトバンクテレコ

ム株式会社（東京都公安委員会 古物商許可証番号 第 301081207835 号）へお送りいただくことが、本キャンペーンの前提となりま

す。ソフトバンク取扱店では、下取り対象機種をお預かりすることはできません。 
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■「スマホファミリー割」概要 

1．内容 

 iPhone 4、iPhone 4S から iPhone 4S／iPhone 5／4G スマートフォンに機種変更する場合や、Wi‑Fi + 

3G モデルの iPad から Wi‑Fi + Cellular モデルの iPad mini または iPad Retina ディスプレイモデル

に機種変更する場合に、それまで利用されていた 3G の機種を家族用に新規契約（USIM カード単体で

の契約）すると、家族用のパケット定額料（iPad の場合基本使用料）が 2 年間月額 2,980 円になるキャ

ンペーンです。通信量に応じて 0 円から 4,980 円のパケット定額料（iPad の場合基本使用料）で利用で

きるプランを選ぶことも可能です。さらに、機種変更前の回線で残っている月月割を新規契約回線に引

き継ぐこともできます。 
 
※ 12 月 1 日よりスマートフォンで「パケットし放題フラット」を選んだ場合の家族回線の特典も上記に変更となり、加えてホワイト

プラン基本使用料も 2 年間無料となります。 
  

2．家族回線月額利用料金イメージ（iPad の場合） 

 （iPad 専用）ベーシックデータ

定額プラン 

（iPad 専用）ゼロから定額プラ

ン 

基本使用料 2,980 円（2 年間）※ 0～4,980 円 

ウェブ基本使用料 315 円 0～315 円 

契約事務手数料 無料 無料 

ソフトバンク Wi-Fi スポット 無料 無料（2 年間） 

ユニバーサルサービス料 無料（2 年間） 無料（2 年間） 

合計 3,295 円 0～5,295 円 
※ 2 年後は 4,410 円となります。 
 
※ 各料金プランは 2 年契約（自動更新）となり、更新月（契約期間満了の翌請求月）以外の解約などには契約解除料（9,975 円）がか

かります。 

 
3．加入条件 

【iPhone 5、4G スマートフォンへの機種変更の場合】 

・iPhone 4 から iPhone 4S／iPhone 5／4G スマートフォン、もしくは iPhone 4S から iPhone 5、4G

スマートフォンに機種変更すること 

・契約時にそれまで利用されていた iPhone 4、iPhone 4S をお持ちいただき、同一名義かつ同一請求

先で新規契約（USIM カード単体での契約）し、ホワイトプランに加入すること 

・iPhone 5／4G スマートフォンに機種変更した回線がホワイトプランもしくはタイプ X にねんに加

入すること 

 【iPad mini、iPad Retina ディスプレイモデルへの機種変更の場合】 

・iPad／iPad 2／iPad（第 3 世代）から、iPad mini、iPad Retina ディスプレイモデルに機種変更す

ること 

・契約時にそれまで利用されていた iPad をお持ちいただき、同一名義かつ同一請求先で新規契約

（USIM カード単体での契約）すること 

・iPad mini または iPad Retina ディスプレイモデルに機種変更した回線が「（iPad 専用）ベーシッ

クデータ定額プラン for 4G LTE」に加入すること 

 
4．申込受付期間 

 2012 年 11 月 30 日から 2013 年 1 月 31 日まで 
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■「スマホ BB 割」概要 

1．内容 

当社指定の固定通信サービスとソフトバンクのスマートフォン、または iPad mini、iPad Retina ディス

プレイモデルをセットで利用すると、スマートフォンや iPad の利用料金から 2 年間最大 1,480 円を割

引するキャンペーンです。なお、3 年目以降も利用料金から最大 980 円割引となります（割引額はご利

用の料金サービスにより異なります）。 

 
2．対象機種と毎月の割引額 

対象機種 対象料金サービス 
割引額 

対象固定通信サービス 
24 カ月間 以降 

iPhone 5 
パケットし放題フラット  

for 4G LTE 
1,480 円 455 円

ホワイト BB 

ケーブルライン＋ホワイトコール24

ひかりdeトークS＋ホワイトコール24

iPhone 3G 
iPhone 3GS 

iPhone 4 
iPhone 4S 

パケットし放題フラット 430 円 －

4G スマートフォン パケットし放題フラット for 4G 1,480 円 980 円

3G スマートフォン 
パケットし放題フラット 

for スマートフォン 
1,480 円 980 円

iPad Retina 

ディスプレイモデル 

iPad mini 

（Wi-Fi + Cellular） 

（iPad専用） 

ベーシックデータ定額プラン 

for 4G LTE 

1,480 円 980 円

ホワイトBB 

ケーブルライン 

ひかりdeトークS 

Yahoo! BBサービス 

SoftBankブロードバンドサービス 

 
3．加入条件 

【スマートフォン】 

・個人契約であること 

・4G スマートフォン、iPhone 5 の場合、「パケットし放題フラット for 4G／4G LTE」に加入すること 

・3G スマートフォン／iPhone 3G／iPhone 3GS／iPhone 4／iPhone 4S の場合、「パケットし放題フ

ラット」または「パケットし放題フラット for スマートフォン」に加入すること 

・本キャンペーンにお申し込みのお客さま、またはそのご家族が「ホワイト BB」「ケーブルライン・

ひかり de トーク S」※1※2のいずれかの契約者であること 

 
【iPad mini、iPad Retina ディスプレイモデル】 

・個人契約であること 

・「（iPad 専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE」に加入すること 

・本キャンペーンお申し込みのお客さま、またはそのご家族が「ホワイト BB」「ケーブルライン・ひ

かり de トーク S」※1「Yahoo! BB サービス・SoftBank ブロードバンドサービス」※3のいずれかの

契約者であること 

※1 ケーブルラインはソフトバンクテレコム株式会社、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。 
※2 ホワイトコール 24 の加入が必要です。 
※3 Yahoo! BB サービス・SoftBank ブロードバンドサービスはソフトバンク BB 株式会社が提供するサービスです。 
 

 
4．受付開始日 

 2012 年 11 月 30 日から 

 


