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【ギガノーカウントについて】▪ギガノーカウントには対象サービスがございます。詳細は（https://u.softbank.jp/2MhiOMn）をご確認ください。また、ギガノーカウントの対象サービス内における一部サービスのご利用（LINE通話など）については、
ギガノーカウント対象外となる場合があります。詳細は（https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/ultragiga-monster-plus/caution/）をご確認ください。▪有料サービスのご利用は別途各社へのお支払いが必要です。▪ギガノーカウ
ントの対象として案内しているデータ通信であっても、VPN（Virtual Private Network）を介したデータ通信など技術的要因によりギガノーカウントの対象外となる場合があります。▪一定期間内に著しく大量の通信を継続的に行い、機械的な通信と
当社が判断した場合は、通信速度を制限することがあります。▪ギガノーカウントの対象サービスは、今後変更または追加されることがあります。変更または追加された内容は、すでにデータ定額 50GBプラスにご加入中のお客さまにも適用されま
す。【通話基本プラン】▪通話基本プラン（2年契約）は2年単位での契約となります（自動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料（9,500円）がかかります。また、更新月に解約などされた場合は、前月利用
分まで割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。家族以外との国内通話は20円／30秒となります。2年契約未加入時は4,200円／月（ウェブ使用料含む）、2年契約（フリープラン）加入時は1,800円／月（ウェブ使用料含む）となります。2
年契約（フリープラン）は加入から3年目（25ヵ月目）以降は、いつ解約しても契約解除料がかからないプランです。更新月を気にせず安心してご利用いただけます。2年契約なしの料金もお選びいただけます。2年契約なしの場合は新スーパーボーナ
ス（月月割）でのスマートフォン購入が可能です。【準定額オプション／定額オプション】▪無料通話には対象外があります。国際ローミング通話料、国際電話通話料、ソフトバンク衛星電話サービス、おしらべダイヤル、0180、0570など他社が料金設定
している番号への通話料、番号案内（104）などは無料通話の対象外です。その他当社が指定する番号（他社が提供する電話サービスの利用にあたり接続する特定電話番号宛の通話）では、本サービスの提供目的から逸脱していることから、無料通話
対象外に指定しています。詳細はこちらをご確認ください。（https://www.softbank.jp/mobile/set/data/legal/spguide/pdf/sp_sumahodai_numberlist_kiyaku.pdf）【ウルトラギガモンスター＋】▪毎月ご利用のデータ量が50GBを超えた場
合、請求月末まで通信速度を送受信時最大128Kbpsに低速化いたします。▪50GBを超過した場合、追加データを購入することで速度制限されずにデータをご利用いただけます。▪通信速度低速化の予告／開始をSMSにて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。▪データ定額 50GBプラス、データ定額ミニモンスターにご加入の場合、テザリングオプション月額使用料は500円／月となります。▪家族データシェア、法人データシェアに
はご加入いただけません。▪「あんしんフィルター」にご加入の場合は年齢制限により、一部閲覧できないサービスがあります。詳細は「あんしんフィルター」のサービスページ（ https://www.softbank.jp/mobile/service/fi ltering/anshin-fi lter/）
をご確認ください。【ギガ使い放題キャンペーン】▪本キャンペーンは2019年4月7日までに「データ定額 50GBプラス」が適用された方が対象となり、以下の時期をもって適用を終了します。なお、本キャンペーン終了後にギガノーカウントの対象外
サービスをご利用の場合、データ通信量を消費します。◯請求締日が10日：2019年4月10日まで ◯請求締日が20日：2019年4月20日まで ◯請求締日が末日：2019年4月末日まで▪日本国内のデータ通信に限られます。▪SMSの送受信は、対象外
です。▪一定期間内に著しく大量の通信を継続的に行い、機械的な通信と当社が判断した場合は、通信速度を制限することがあります。【1年おトク割】▪USIM単体契約も対象です。〇適用条件 ・機種購入時点で対象料金サービスが適用中であること
または申し込みし適用されること。・これまで1年おトク割が適用されたことがないこと。▪本割引が適用中の場合、月月割およびUSIM単体専用割は適用されません。▪割引額が割引対象料金を超えた場合、超過分は翌請求月へ繰り越しされません。
割引は、適用条件を満たした翌請求月を1ヵ月目として請求月単位で12ヵ月間適用します。適用中の意回線において以下のいずれかに該当する場合、割引は終了します。・対象料金サービスの解除、変更その他の理由により終了した場合。・電話番号・
メールアドレスお預かりサービスへ加入した場合。・回線契約を解約した場合。【みんな家族割＋】▪「データ定額 50GB」および「データ定額 50GBプラス」の定額料から、同一の家族割引グループ内の「データ定額 50GB」、「データ定額 50GBプラ
ス」および「データ定額ミニモンスター」の合計回線数に応じて、割引します。「データ定額ミニモンスター」の定額料からは、割引されません。◯適用条件・同一家族割引グループで「データ定額 50GB」「データ定額 50GBプラス」「データ定額ミニモ
ンスター」にご加入中またはお申し込みし適用される回線が2回線以上あること。▪割引は適用条件に合致した当該請求月から適用となります（新規契約と同時に対象データ定額サービスおよび家族割引にご加入の場合のみご契約当該請求月に
2,000円割引します。月途中にご加入の場合、割引額は日割り計算を行います）。▪適用条件から外れるお申し込みをされた場合、お申し込みの当該請求月末で本割引は終了となります。ただし、ソフトバンクを解約または「電話番号・メールアドレスお
預かりサービス」に加入された場合、前請求月末で本割引は終了となります。【おうち割 光セット】▪3年目以降の割引の有無は対象固定通信サービスにより異なります。【ガラケ➡スマホ割】〇適用条件 ▪機種の購入を伴う新規契約または機種変更
と同時に対象料金サービスに2年契約もしくは2年契約（フリープラン）でお申し込みし適用されること。▪機種変更の場合、機種変更前の機種がソフトバンクのケータイ、みまもりケータイまたはあんしんファミリーケータイをご利用されていること。
▪のりかえ（MNP）の場合、お客さまの電話番号を表示できる他社のケータイ（従来型携帯電話／フィーチャーフォン）、PHSまたはキッズ向けケータイをご利用されていること。【1年おトク割／ガラケ➡スマホ割】▪割引は、適用条件を満たした翌請
求月を1ヵ月目として請求月単位で12ヵ月間適用します。適用中の回線において以下のいずれかに該当する場合、割引は終了します。・対象料金サービスの解除、変更その他の理由により終了した場合。・電話番号・メールアドレスお預かりサービスへ加
入した場合。・回線契約を解約した場合。▪2年契約なしは適用対象外となります。

日本語

J-1

［お申し込み］必要
［ソフトバンクに新規加入の方］
  加入月から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］
  翌請求月から適用

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

下記8つの対象サービスをどれだけ使ってもギガノーカウント

50GB

▪J-1に記載の通話料および通信料は、国際サービスご利用時は異なります。詳細はJ-9をご覧ください。 一部の通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細はJ-10をご覧ください。

PRICE PLAN

 

5,480円~
（6,480円~）

みんな家族割+適用対象外

（1年間）

4,980円~
（5,980円~）

（1年間）

3,980円~
（4,980円~）

（1年間）

3,480円~
（4,480円~）

（1年間）

料金プラン

iPhone

4Gスマートフォン

表示価格は特に断りがない限り税抜です

5,980円／月

-1,000円／月

-1,000円／月

-500円／月 -1,500円／月 -2,000円／月

1,500円／月（2年契約） 1回5分以内の国内通話し放題
準定額オプション　500円／月

すべての国内通話し放題
定額オプション　1,500円／月

1,800円／月（2年契約フリープラン）　4,200円／月（2年契約なし）▪2年契約の有無により適用となる割引は異なります。

家族が増えると、おトクになる！ ミニモンスターも「みんな家族割＋」の対象人数として数えられます！

今なら対象期間中全サービスがギガノーカウント！  期間限定！ 「ギガ使い放題キャンペーン」実施中（2019年4月7日まで）

データ定額 
50GBプラス

みんな家族割+

通話基本プラン
基本料（2年契約加入時）
＋ウェブ使用料300円／月
（通話料従量制 20円／30秒）

1年おトク割
2年契約なしは適用対象外

おうち割 光セット
別途固定通信サービス料

がかかります

1人でも 2人なら 3人なら 4人なら月額
利用料金

おうち割 光セット、
1年おトク割、

みんな家族割+適用時
別途固定通信サービス料

がかかります

（2年目以降）

■ 月額料金内訳

通話基本プラン（2年契約／フリープラン）は月月割適用対象外となります。▪2年契約なしの料金もお選びいただけます。2年契約なしの場合は新スーパーボーナス（月月割）でのスマートフォン購入が可能です。

■ Yahoo!プレミアム　通話基本プランをご利用のお客さまは、基本料はそのままでヤフー株式会社が提供する「Yahoo!プレミアム」をご利用いただけます。
　▪スマートログインを設定のうえ、「Yahoo!プレミアム利用ガイド」に従いご利用いただく必要がございます。

料金プラン



日本語

J-2

［お申し込み］必要
［ソフトバンクに新規加入の方］
  加入月から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］
  翌請求月から適用

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

使った分だけ！1,980円～ （1GBまで／1年間）

0~1GB ~2GB ~5GB ~50GB

 

▪J-2に記載の通話料および通信料は、国際サービスご利用時は異なります。詳細はJ-9をご覧ください。 一部の通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細はJ-10をご覧ください。

PRICE PLAN

 

1,980円~
（2,980円~）

（1年間）

1年目

1,980円~

1年目

3,980円~

1年目

5,480円~

1年目

6,480円~

1年間0円~

1年目

2,000円~

1年目

3,500円~

1年目

4,500円~

3,980円~
（4,980円~）

（1年間）

5,480円~
（6,480円~）

（1年間）

6,480円~
（7,480円~）

（1年間）

料金プラン

iPhone

4Gスマートフォン

表示価格は特に断りがない限り税抜です

「みんな家族割＋」の対象人数として数えられます（割引は対象外です）

4,480円／月 5,980円／月 6,980円／月2,480円／月

-1,000円／月

-1,000円／月

1,500円／月（2年契約）
1回5分以内の国内通話し放題

準定額オプション　500円／月
すべての国内通話し放題

定額オプション　1,500円／月

1,800円／月（2年契約フリープラン）　4,200円／月（2年契約なし）▪2年契約の有無により適用となる割引は異なります。

iPhone・4G スマートフォン

ガラケーから
スマホへの変更で

データ定額
ミニモンスター

みんな家族割+

ガラケ➡スマホ割 0
GB

1
GB

2
GB

5
GB

50
GB

月額
利用料金

おうち割 光セット、
1年おトク割適用時
別途固定通信サービス料がかかります

（2年目以降）

2GB以上使うなら

おトク！
が

通話基本プラン
基本料（2年契約加入時）
＋ウェブ使用料300円／月
（通話料従量制 20円／30秒）

おうち割 光セット
別途固定通信サービス料がかかります

1年おトク割
2年契約なしは適用対象外

【通話基本プラン】▪通話基本プラン（2年契約）は2年単位での契約となります（自動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料（9,500円）がかかります。また、更新月に解約などされた場合
は、前月利用分まで割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。家族以外との国内通話は20円／30秒となります。2年契約未加入時は4,200円／月（ウェブ使用料含む）、2年契約（フリープラン）加入時は1,800円／月（ウェブ
使用料含む）となります。2年契約（フリープラン）は加入から3年目（25ヵ月目）以降は、いつ解約しても契約解除料がかからないプランです。更新月を気にせず安心してご利用いただけます。通話基本プラン（2年契約／フリープラン）は
月月割適用対象外となります。2年契約なしの料金もお選びいただけます。2年契約なしの場合は新スーパーボーナス（月月割）でのスマートフォン購入が可能です。【準定額オプション／定額オプション】▪無料通話には対象外がありま
す。国際ローミング通話料、国際電話通話料、ソフトバンク衛星電話サービス、おしらべダイヤル、0180、0570など他社が料金設定している番号への通話料、番号案内（104）などは無料通話の対象外です。その他当社が指定する番号
（他社が提供する電話サービスの利用にあたり接続する特定電話番号宛の通話）では、本サービスの提供目的から逸脱していることから、無料通話対象外に指定しています。詳細はこちらをご確認ください。
（https://www.softbank.jp/mobile/set/data/legal/spguide/pdf/sp_sumahodai_numberlist_kiyaku.pdf）【1年おトク割】▪USIM単体契約も対象です。〇適用条件 ・機種購入時点で対象料金サービスが適用中であることまたは申し
込みし適用されること。・これまで1年おトク割が適用されたことがないこと。▪本割引が適用中の場合、月月割およびUSIM単体専用割は適用されません。▪割引額が割引対象料金を超えた場合、超過分は翌請求月へ繰り越しされません。割引
は、適用条件を満たした翌請求月を1ヵ月目として請求月単位で12ヵ月間適用します。適用中の意回線において以下のいずれかに該当する場合、割引は終了します。・対象料金サービスの解除、変更その他の理由により終了した場合。・電話番号・
メールアドレスお預かりサービスへ加入した場合。・回線契約を解約した場合。【みんな家族割＋】▪「データ定額 50GB」および「データ定額 50GBプラス」の定額料から、同一の家族割引グループ内の「データ定額 50GB」、「データ定額 50GB
プラス」および「データ定額ミニモンスター」の合計回線数に応じて、割引します。「データ定額ミニモンスター」の定額料からは、割引されません。◯適用条件・同一家族割引グループで「データ定額 50GB」「データ定額 50GBプラス」「データ
定額ミニモンスター」にご加入中またはお申し込みし適用される回線が2回線以上あること。▪割引は適用条件に合致した当該請求月から適用となります（新規契約と同時に対象データ定額サービスおよび家族割引にご加入の場合のみご契約
当該請求月に2,000円割引します。月途中にご加入の場合、割引額は日割り計算を行います）。▪適用条件から外れるお申し込みをされた場合、お申し込みの当該請求月末で本割引は終了となります。ただし、ソフトバンクを解約または「電話番
号・メールアドレスお預かりサービス」に加入された場合、前請求月末で本割引は終了となります。【おうち割 光セット】▪3年目以降の割引の有無は対象固定通信サービスにより異なります。【ガラケ➡スマホ割】〇適用条件 ▪機種の購入を伴
う新規契約または機種変更と同時に対象料金サービスに2年契約もしくは2年契約（フリープラン）でお申し込みし適用されること。▪機種変更の場合、機種変更前の機種がソフトバンクのケータイ、みまもりケータイまたはあんしんファミリー
ケータイをご利用されていること。▪のりかえ（MNP）の場合、お客さまの電話番号を表示できる他社のケータイ（従来型携帯電話／フィーチャーフォン）、PHSまたはキッズ向けケータイをご利用されていること。【1年おトク割／ガラケ➡スマ
ホ割】▪割引は、適用条件を満たした翌請求月を1ヵ月目として請求月単位で12ヵ月間適用します。適用中の回線において以下のいずれかに該当する場合、割引は終了します。・対象料金サービスの解除、変更その他の理由により終了した場
合。・電話番号・メールアドレスお預かりサービスへ加入した場合。・回線契約を解約した場合。▪2年契約なしは適用対象外となります。

おうち割 光セット、1年おトク割適用時別途固定通信サービス料がかかります

使った分だけのお支払いで、家族通話とギガがコミコミの安心プラン

■ 特典内容

通話基本プラン（2年契約／フリープラン）は月月割適用対象外となります。▪2年契約なしの料金もお選びいただけます。2年契約なしの場合は新スーパーボーナス（月月割）でのスマートフォン購入が可能です。

■ Yahoo!プレミアム　通話基本プランをご利用のお客さまは、基本料はそのままでヤフー株式会社が提供する「Yahoo!プレミアム」をご利用いただけます。
　▪スマートログインを設定のうえ、「Yahoo!プレミアム利用ガイド」に従いご利用いただく必要がございます。



【スマ放題】▪2年契約は2年単位での契約となります（自動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料（9,500円）がかかります。契約期間は適用開始となった日から翌請求月末までを1ヵ月目として
計算します。▪更新月に解約等された場合は、前月利用分まで割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。▪他人に電気通信サービスを提供する目的（電気通信役務目的）でご利用いただくことはできません。当社が電気通信役務目
的で利用していると判断した場合は、当社指定の料金プランへ変更するとともに、お客さまのお申し込みによる一部の料金プランへの変更を一定期間制限します。　【基本料】▪月途中に新規契約と同時加入の場合日割り計算を行いますが、
解約の場合は日割り計算は行いません。▪ウェブ使用料、データ定額サービスの加入が必須です。＜無料通話対象外＞◯ソフトバンク以外へのショートメッセージ（SMS）送信　【ウェブ使用料／データ定額サービス】▪月途中に新規契約と同
時加入の場合日割り計算を行いますが、解約の場合は日割り計算は行いません。　【データ定額サービス】▪一定期間に大量の通信をご利用された場合、通信速度の制限を実施する場合があります。　【データくりこし】▪基本データ量のうち、
余ったデータ量はすべて翌請求月末までくりこせます。＜対象データ定額サービス＞データ定額 50GB ／20GB ／5GB ▪一部の通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細はJ-11をご覧ください。　【Yahoo!プレミアム】▪通話
基本プランをご利用のお客さまは、基本料はそのままでヤフー株式会社が提供する「Yahoo!プレミアム」をご利用いただけます。▪スマートログインを設定のうえ、「Yahoo!プレミアム利用ガイド」に従いご利用いただく必要がございます。

日本語

J-3

［お申し込み］必要
［ソフトバンクに新規加入の方］
  加入月または 翌請求月から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］
  翌請求月から適用

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

iPad・タブレット 料金プラン

基本プラン（2年契約加入時）  データ定額サービス

PRICE PLAN

5,000円／月

3,500円／月

2,900円／月

データ定額

データ定額ミニ

データ定額ミニ

5GB

2GB

1GB

7,000円／月

6,000円／月スマ放題
［ iPad・タブレット ］  2,000円／月2 年

契約

基本料（1,700円）＋ウェブ使用料（300円）

2年契約なし……………… 3,500円／月
▪上記金額にはウェブ使用料300円が含まれています。

タブレットし放題
好きなだけネットが楽しめる&データ量が翌月にくりこせて安心

データ定額

データ定額

おすすめ 50GB

20GBおすすめ

料金プラン

iPad

タブレット

［お申し込み］必要タブレットずーっと割
iPad

タブレット

▪2年契約にご加入時の料金です。▪2年契約は2年単位での契約となります（自動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料（9,500円）がかかります。契約期間は適用開始となった日から翌請求月末ま
でを1ヵ月目として計算します。　【適用条件】◯対象の機種を新スーパーボーナス36回割賦契約（一括／分割）で購入すること。◯データシェアプラスに加入中または対象機種の購入と同時に加入すること。※1 機種代金がかかります。※2 タブ
レット基本料1,700円／月、ウェブ使用料300円／月、データシェアプラス月額使用料500円／月の合計金額から、iPad 520円・タブレット 1,520円を割引した場合。※3 商品券・ポイントなどでの提供です。▪他の割引サービスとの併用などで、タブ
レット基本料が本キャンペーンの割引額を下回る場合、他の割引サービス適用後のタブレット基本料を本キャンペーンの割引上限額とします。▪以下の場合には、特典は無効または終了となります。①対象回線を解約／譲渡（家族間名義変更を除
く）、もしくは機種変更をした場合 ②電話番号・メールアドレスお預かりサービスにお申し込みされた場合 ③データシェアプラスを解除された場合 ④利用機種を変更した場合（USIM交換も含む）

データシェアプラスと併用で
タブレットの通信料※1がおトクに

通話定額プラン

1,500円／月
基本料＋ウェブ使用料

データ定額 50GB

5,980円／月 スマホとタブレットで

8,460円／月
7,480円／月

タブレットプラン

2,000円／月
基本料＋ウェブ使用料

スマホ

データシェアプラスで
20GBを分け合うと

タブレット20GB タブレットずーっと割で

2,500円／月 980円／月

基本プラン データ定額サービス 小計 合計

※2

■ お支払いイメージ［ データシェアプラス ＋ タブレットずーっと割適用時］

表示価格は特に断りがない限り税抜です

iPad ずーっと月額1,980円

［お申し込み］必要データシェアプラス
親回線

スマホ

iPhone

ケータイ

子回線

タブレット

iPad

モバイルデータ通信

■ 対象／料金サービス

基本料（通話基本プラン、スマ放題／スマ放題ライト、ホワイトプラン、標準プラン）、
ウェブ使用料、データ（パケット）定額サービス（データ定額 50GB ／20GB ／
5GB、データ定額ミニ 2GB ／1GB、パケットし放題フラット for 4G LTE ／4G）

基本料（タブレット基本料、Wi-Fiルータープラン、Wi-Fiルータープラン（高速））、
ウェブ使用料、データ（パケット）定額サービス（データ定額 50GB ／20GB ／
5GB、データ定額ミニ 2GB ／1GB

【適用条件】◯対象料金サービスに加入中または申し込みをすること。　◯親回線と子回線が同一家族割引グループにご加入いただくこと。▪親回線1回線に対して子回線5回線までが対象です。▪一部併用できないサービス・キャンペーンが
あります。▪毎月ご利用のデータ量が親回線のデータ量上限を超えた場合、請求月末まで親回線・子回線の通信速度を送受信時最大128Kbpsに制限いたします。▪子回線はデータシェアプラス月額使用料（500円／月）が自動適用されます。
▪データシェアプラス月額使用料の日割り計算は行いません。▪親回線・子回線ともに、いずれかのデータ（パケット）定額サービスへの加入が必要です。本サービスが適用されるまでの間および適用終了後は、加入いただいたデータ（パケッ
ト）定額サービスが適用されます（適用期間中は、当該データ（パケット）定額サービスの定額料は請求いたしません）。データ定額ミニ 2GBは、通話定額ライトプラン（スマ放題ライト）ではご加入いただけません。

子回線は1台につき
基本プラン+500円で

親回線のデータ量をシェアできる

25GB

25GB

50GB
スマホ

タブレット

親回線

子回線

■ 対象機種
ソフトバンクホームページをご確認ください。

■ 特典内容 以下の（A）（B）いずれかから選択できます。

（A）タブレット基本料より、毎月1,520円割引
（B）タブレット基本料より、毎月1,000円割引+15,000円キャッシュバック（一括）※3タブレット （A）タブレット基本料より、毎月520円割引

（B）15,000円キャッシュバック（一括）※3iPad

（データシェアプラス 500円／月のみ）

タブレット ずーっと月額980円
※2



【スマ放題／スマ放題ライト】▪2年契約は2年単位での契約となります（自動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料（9,500円）がかかります。また、スマ放題／スマ放題ライトの2年契約は更新
月に解約などされた場合は、前月利用分まで割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。なお、2年契約（フリープラン）の場合、契約期間は適用開始日から翌請求月末までを1ヵ月目とする24ヵ月間となり、契約期間満了後の解約など
には契約解除料は発生しません。▪データ定額サービスに未加入で利用されると、ご利用状況によりデータ通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。▪通話が連続して長時間におよぶなど、当社設備に影響をおよぼすと当社が
判断した場合は、通話を切断することがあります。▪他人に電気通信サービスを提供する目的（電気通信役務目的）でご利用いただくことはできません。当社が電気通信役務目的で利用していると判断した場合は、当社指定の料金プランへ変
更するとともに、お客さまのお申し込みによる一部の料金プランへの変更を一定期間制限します。　【スマ放題ライト】▪5分を超えた場合の通話料は20円／30秒となります。SMSの送信には3円／通がかかります。▪家族割引適用時、同一の
家族割引にご加入の家族への通話が24時間無料となり、SMS送信も無料となります。　【基本料】▪スマ放題／スマ放題ライトは月途中に新規契約と同時加入の場合日割り計算を行いますが、解約の場合は日割り計算は行いません。＜無料通
話対象外＞○アメリカ放題以外の国際ローミング　○国際電話　○テレドーム（0180から始まる番号）　○ナビダイヤル等（0570から始まる番号）　◯ソフトバンク以外へのショートメッセージ（SMS）送信　◯国際転送電話サービス（通話開
始後、接続先の海外番号を改めて入力するもの等）　○当社が指定し、別途随時公表する電話番号　【ウェブ使用料】▪月途中に新規契約と同時加入・解約の場合日割り計算を行います（スマ放題／スマ放題ライトで解約の場合日割り計算は行
いません）。　【データ定額サービス】▪ウェブ使用料が必要です。▪一定期間に大量の通信をご利用された場合、通信速度の制限を実施する場合があります。▪月途中に新規契約と同時加入の場合日割り計算を行いますが、解約の場合日割り
計算は行いません。▪一部対象外の通信があります。▪毎月ご利用のデータ量が基本データ量を超えた場合、請求月末まで通信速度を送受信時最大128Kbpsに低速化いたします。その他注意事項はソフトバンクホームページ
（www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data_traffic）をご確認ください。　【データくりこし】▪基本データ量のうち、余ったデータ量はすべて翌請求月末までくりこせます。＜対象データ定額サービス＞データ定額 50GB ／20GB ／5GB

日本語

J-4

［お申し込み］必要
［ソフトバンクに新規加入の方］
  加入月から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］
  翌請求月から適用

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

ケータイ 料金プラン

Yahoo!プレミアム

 

PRICE PLAN

基本プラン（2年契約加入時）

300円／月
ウェブ使用料

スマ放題
［ 通話定額プラン ］

2,200円／月
2年契約（フリープラン）
2年契約未加入時

… 2,500円／月
… 3,700円／月

24時間
すべての

国内通話し放題※1

スマ放題ライト
［ 通話定額ライトプラン ］

1,200円／月
2年契約（フリープラン）
2年契約未加入時

… 1,500円／月
… 2,700円／月

データ定額サービス

料金プラン

ケータイ

4G ケータイ、AQUOSケータイ、かんたん携帯9で、スマ放題［通話定額基本料（ケータイ）］、スマ放題ライト［通話
定額ライト基本料（ケータイ）］、ホワイトプラン、標準プランをご利用のお客さまは、基本料はそのままでヤフー株式
会社が提供する「Yahoo!プレミアム」をご利用いただけます。

2年契約（フリープラン）とは 加入から3年目（25ヵ月目）以降は、いつ解約しても契約解除料がかからないプランです。更新月を気にせず安心して
ご利用いただけます。

表示価格は特に断りがない限り税抜です

▪J-4に記載の通話料および通信料は、国際サービスご利用時は異なります。詳細はJ-9をご覧ください。 一部の通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細はJ-11をご覧ください。

インターネット
接続サービス

2,900円／月

3,500円／月

5,000円／月

データ定額S
（4G ケータイ）／2.5GB

データ定額ミニ

データ定額ミニ

データ定額 5GB

2GB

1GB

0～4,200円／月
［パケット通信料0.005円／パケット］

▪スマートログインを設定のうえ、「Yahoo!プレミアム利用ガイド」に従いご利用いただく必要がございます。

1回5分以内
すべての

国内通話し放題※1



■ 加入条件
● 対象機種を新スーパーボーナス（48回割賦）にて購入すること。　● 「データ定額サービス」「パケットし放題フラット for 4G LTE ／4G」への加入（データシェア子回線は対象外）。

■ 対象料金プラン
● 通話基本プラン（2年契約なし）※3 　● 通話定額ライト基本料　 ● ホワイトプラン　● 標準プラン 　● モバイルデータ通信向け料金プラン  など

■ 特典適用条件　
①対象機種を24ヵ月利用後、25ヵ月目以降に「半額サポート for iPhone／AndroidTM」または「機種変更先取りプログラム」の指定機種に機種変更すること。 
②機種変更後も「半額サポート for iPhone／AndroidTM」「機種変更先取りプログラム」のいずれかに加入すること。
③機種変更の翌月末までに加入時に購入した機種を回収、査定完了すること（当社指定の回収・査定条件を満たしていること）。回収した機種が査定条件を満たさなかった場合、

20,000円※（不課税）のお支払いが必要です。割賦債務が完済済みである場合および回収機種が査定条件を満たしていないときにお客さまの割賦残債務が20,000円※
（不課税）以下の場合は、本特典は利用できません。機種変更時、対象機種その他条件があります。

J-5 表示価格は特に断りがない限り税抜です。割引額は税込総額からの割引額となります。記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

最新スマートフォンが最大半額で買えるおトクなサービス

最新機種の
機種代金が 最大半額

＊

機種代金分割支払金
（24回払い）

24回お支払い回数

24回払いに比べて
毎月の負担が軽くなります

24回 48回

お支払いを48回に分割できます

機種代金分割支払金
（48回払い）

購入時

24回 48回

25ヵ月目以降に機種変更した場合、
残額のお支払いは必要ありません

残額のお支払い不要

残りのお支払いが
不要になります。

機種代金実質負担額
（48回払いで24回以上）

25ヵ月目以降

通話／データ利用料が24ヵ月間割引に
※1

月月割支払いイメージ

［48回割賦（48ヵ月間割引）もお選びいただけます。］

携帯電話をご購入の際に「新スーパーボーナス」でご契約すると

＊48回払いで購入し、25ヵ月目以降の機種変更時に機種回収で最大24回分のお支払いが不要になるプログラムです。

CAMPAIGN

［お申し込み］不要半額サポート for iPhone／AndroidTM

日本語キャンペーン

iPhone

4Gスマートフォン

［お申し込み］必要月月割 iPad

iPhone 4Gスマートフォン

ケータイ モバイルデータ通信

タブレット

1年買い替えオプション：1年で機種変更した場合も、26ヵ月目以降の機種代金のお支払いが不要となります。
▪機種変更後（14ヵ月目～25ヵ月目）の機種代金はお支払いが必要となり、月月割が適用されませんのでご注意ください2年待たずに、1年で機種変更することも可能！

【半額サポート】※あんしん保証パック with AppleCare Services、あんしん保証パック、あんしん保証パックプラス加入時は2,000円（不課税）となります。【「1年買い替えオプション」特典適用条件】▪上記適用条件の②③に加え、以下が条
件となります。〇対象機種を12ヵ月間利用後、13ヵ月目以降24ヵ月目までに「半額サポート」または「機種変更先取りプログラム」の指定機種に機種変更すること。◯25ヵ月目までの機種代金は割賦契約条件に従い引き続き支払う必要があ
ります。【注意事項】▪本プログラム加入時にご購入された対象機種を、次の機種変更時に当社で回収します。▪旧機種回収の際は、古物営業法に基づく本人確認を実施します。▪本特典を利用した機種変更が可能となるタイミングは、本プ
ログラムを申し込んだ当該請求月を1ヵ月目として記載しています。請求月は、お客さまの締め日によって異なります。▪以下の場合、本プログラムは自動的に解約となります。①対象機種の割賦残債務を一括弁済した場合 ②機種変更した場
合 ③「電話番号・メールアドレスお預かりサービス」に加入した場合、家族データシェアまたは法人データシェアの子回線に変更した場合 ④対象料金サービスを解除または対象外料金サービスへ変更した場合 ⑤回線契約の解約・譲渡（家族
割引名義変更を除く）した場合。▪「ワンキュッパ割」「スマホデビュー割」「機種変更先取りプログラム」との併用はできません。▪次回機種変更時に本特典を利用する場合、「下取りプログラム（機種変更）」との併用はできません。▪一部他の
キャンペーン、プログラム、割引との併用ができない場合があります。▪本プログラムは、予告なく廃止または内容が変更となる場合があります。▪その他詳細な条件については、別途当社が定める提供条件書の内容をご確認ください。▪詳
しくは、ソフトバンククルーまたはソフトバンクホームページをご覧ください。

【新スーパーボーナス】▪月月割が終了した後も継続されます。なお、機種変更の際に新スーパーボーナス用販売価格以外で端末をご購入された場合、新スーパーボーナスは解除されます。▪現在ご利用されている機種の利用期間が6ヵ月未
満の場合は、原則新スーパーボーナス用販売価格での機種変更／契約変更はお申し込みいただけません。▪月月割は、購入時の端末代金（税込）からの割引ではございません。▪月月割適用期間中に携帯電話を機種変更／解約された月月割
の適用は、これらの申し込みがなされた月の前月をもって、終了いたしますので、ご注意ください。また月月割の増額はありません。▪割賦代金は、購入時の端末代金（税込）を分割して月々お支払いいただきます。▪月月割は、端末購入時に契約
した、割賦代金の全部または一部を上限とした割引額を月々割引します。そのため、消費税率が変動しても、割賦代金および、月月割は変わりません。購入時の端末代金の分割支払金・チャリティホワイトなど月月割対象外のサービスがあります。
※3 48回割賦はお選びいただけません。

※1 購入2ヵ月目から25ヵ月目まで割引します。※2 月月割の金額は、新規契約・機種変更時にお申し込みされたプラン、
App Passの加入状況により変動します。通話基本プラン（2年契約／2年契約フリープラン）、通話定額プラン、通話定額
ライトプランを選択しデータ定額プラン未加入かつ家族データシェアの子回線でない場合や一部プランにおいて月月割
は適用されません。▪分割支払金や月月割額、料金プラン、ご利用金額はお客さまごとに異なります。▪端末購入時、
データ（パケット）定額サービス加入が条件となります。月月割終了までの間にデータ（パケット）定額サービスの変更や
解除をされますと、月月割の減額および割引が終了となる場合があります。また月月割の増額はありません。▪携帯電話
のご購入代金は一括でもお支払いいただけます。▪ユニバーサルサービス料が別途かかります。

データ定額 50GBプラス
通話基本プラン

割引後のご利用金額

携帯電話機
分割支払金

携帯電話機
分割支払金

月月割で通話／データ利用料の
税込総額から割引※2

24ヵ月間※1

■ 対象機種

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、Xperia XZ2、
AQUOS R2、HUAWEI Mate 10 Pro など

プログラム加入時の
対象機種

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、Xperia XZ2、
AQUOS R2、HUAWEI Mate 10 Pro など

機種変更対象機種
（指定機種）

▪最新の指定機種はソフトバンクホームページをご確認ください。
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CAMPAIGN

おうち割 

日本語キャンペーン

［お申し込み］必要

【おうち割 光セット】※1 3G／4G ケータイは対象外。一部キャンペーンが適用中の場合、おうち割 光セット割引額が変更になる可能性があります。※2 2018年9月6日より新規受付を終了いたしました。※3 MM総研：「ブロードバンド回線事
業者の加入件数調査（2018年3月末時点）」固定ブロードバンド契約数・ISPシェアの調査において1位。▪対象固定通信サービスのお申し込み180日経過後も、固定通信サービスの契約成立が当社にて確認されない場合（180日経過以前にお
客さまによりキャンセルなどをされた場合も含む。固定通信サービスを提供会社都合で取り消しされた場合は除きます。）、固定通信サービスの契約状況を確認した前請求月末をもって割引は終了となり、それまでの割引額を増額分も含め、ス
マートフォン／ケータイ／タブレット／モバイルWi-Fiルーター回線のご利用料金に合算し請求させていただきます。▪固定通信サービスの開通確認前に、おうち割 光セットの解除条件に合致する場合、前請求月末または当該請求月末をもっ
て割引は終了となり、それまでの割引額をスマートフォン／ケータイ／タブレット／モバイルWi-Fiルーター回線のご利用料金に合算し請求させていただきます。▪スマホBB割、おうち割 光セット、おうち割 光セット（モバイルWi-Fiルーター特
典）を適用中、または過去に適用されたことがある場合には、割引期間を引き継ぎます。また、3年目以降の割引が適用中で、本キャンペーンに永年割引がない固定通信サービスでご加入の場合、割引が適用されません。▪固定通信サービス1
回線につき携帯電話回線（スマートフォン、ケータイ、タブレット、モバイルWi-Fiルーター）最大10回線まで適用。スマホBB割、おうち割 光セット、おうち割 光セット（モバイルWi-Fiルーター特典）の適用回線合算で最大10回線となります。▪本
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、当該回線への特典の適用を取り消します。【併用キャンペーンについて】▪家族データシェア、データシェアプラス（子回線）など一部のサービスやキャンペーン
は、本ページに掲載している割引が適用されません。▪Pocket WiFiセット割、新Wi-Fiセット割、おうち割 光セット（モバイルWi-Fiルーター特典）との併用はできません。▪家族おトク割と併用の場合、割引額が大きいほうを優先適用します。

ソフトバンクのおすすめインターネット

超高速おうち
インターネット

■ 月額3,800円（集合住宅）
　 月額5,200円（戸建て）▪2年自動更新時

■ 「フレッツ光」をご利用中なら手続きもカンタン

カンタン
おうちのWi-Fi

■ 月額4,880円 ▪2年自動更新時

■ データ容量制限なし！ Wi-Fiで家中ネットし放題

選ばれてインターネット会員数No.1

モバイルデータ通信

タブレット

iPhone

iPad

4Gスマートフォン

ケータイ

ネットやでんきとセットで使えば、スマホ代が割引されるおトクなサービス。

スマホ代が家族1人あたり

1,000円割引永年
毎月

▪対象固定通信サービスにより3年目以降の割引有無は異なります。
▪SoftBank 光で「おうち割 光セット」にお申し込みの場合、光BBユニットレンタル、Wi-Fiマルチパックおよび
　ホワイト光電話／光電話（Ｎ）＋BBフォン／BBフォンのいずれかのご加入が必要になります。
▪2018年1月17日以降にお申し込みの場合の割引金額です。

SoftBank Air

SoftBank 光 

スマホ インターネット 各サービスの割引額・割引期間は下記をご確認ください。

［データ定額 50GBプラス／データ定額ミニモンスターの場合］

● おうち割 光セット

データ定額 50GBプラス

データ定額ミニモンスター

対象料金サービス（モバイル通信） 割引額／月

データ定額 50GB ／20GB ／5GB※2

パケットし放題フラット for 4G LTE

パケットし放題フラット for 4G

パケットし放題フラット for スマートフォン

パケットし放題MAX for スマートフォン

パケットし放題フラット

パケットし放題フラット for シンプルスマホ

（iPad専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE

4G/LTEデータし放題フラット／4Gデータし放題フラット＋

（タブレット専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G

データ定額ミニ 2GB ／1GB※2

スマ放題／
スマ放題ライト

通話基本プラン

上記以外の
プラン※1

500円

500円

1,000円

1,000円

1,000円

■ 割引額について

SoftBank 光 （ファミリー・ライト含む）

SoftBank Air

Yahoo! BB ADSL

2年

SoftBank ブロードバンド ADSL
（エンジョイBB）

ケーブルライン

永年

ひかりdeトークS（ケーブルライン）

NURO 光 でんわ（ケーブルライン）

Yahoo! BB バリュープラン

ホワイトBB

対象固定通信サービス 割引期間

 適用条件 キャンペーン期間中におうち割 光セットの対象料金サービス（モバイル通信）と
対象固定通信サービスをセットでご利用のお客さま（固定通信サービスはご家族名義でも対象となります。）

※3
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［お申し込み］必要
  ご入会は機種の購入

  （新規回線契約／機種変更）
  と同時にお申し込みの場合に
   限られます。

【あんしん保証パック with AppleCare Services】※ iPhone 6以降およびiPad mini4以降が対象です。＊iPhone、iPadの修理時は、Apple Store、Apple正規サービスプロバイダ、ソフトバンクショップ（一部店舗）がご利用いただけ
ます。3年目以降にApple StoreまたはApple正規サービスプロバイダで修理した際、上記の金額と異なる場合があります。その場合、お客さま負担額と同等の期間固定Ｔポイントを付与いたします。▪「物損」による割引または「配送交換」
ならびにAppleが提供する「エクスプレス交換サービス」利用も合わせて、サービス適用開始日から2年ごとに2回までご利用いただけます（2年ごとに特典利用の履歴がリセットされます）。▪「盗難紛失での配送交換」はサービス適用開始
日から2年ごとに1回までご利用いただけます（2年ごとに特典利用の履歴がリセットされます）。▪機種変更前に「全損・盗難・紛失」または「修理受付終了機種割引」をご利用された方は、サービスを適用した日から起算して6ヵ月を経過す
る日まで「修理受付終了機種割引」をご利用いただけません。▪2018年10月9日時点の価格です。Appleが提供する修理内容、修理価格等が変更となった場合、本特典にて提供する特典内容ならびに価格を変更する場合があります。
▪本会への入会の申し込み後、当社がそれを承諾およびシステムに登録が完了する前に、AppleにてAppleCare+にご加入された場合は、本会への申し込みは無効とします。【期間固定Ｔポイント】期間固定Ｔポイントの付与は、修理／交
換品の引渡しから90日以内にお受け取り手続きが必要です。▪期間固定Ｔポイントの有効期限は180日です。▪「自然故障」で無償修理となった場合は、期間固定Ｔポイント付与の対象外です。▪修理代金の割引が適用されない正規有償
価格での修理の場合は、期間固定Ｔポイント付与の対象外です。▪修理の診断の結果、全損（壊滅的な破損）となる場合に限り、30,000円分を限度として期間固定Ｔポイントを付与いたします。▪配送交換およびAppleが提供するエクス
プレス交換サービスをご利用の場合は期間固定Ｔポイント付与の対象外です。▪期間固定Ｔポイント付与は修理代金（消費税分含む）のみとし、延滞料や技術料、アクセサリ購入費等は付与対象外です。▪法人契約者は対象外です。▪期間
固定Ｔポイント付与の申請には、Yahoo! JAPAN IDの登録やＴ会員規約へ同意などお手続きが必要です。

【あんしん保証パックプラス】▪2012年12月3日以前にあんしん保証パックに入会いただいたお客さまは、機種変更特割がご利用いただけます。☆ 機種・店舗により価格は異なります。※1 水濡れおよび全損が原因で発生した機種の故障修理代金
および外装破損は適用対象外です。※2 以下のサービスをご利用いただいた方は、前回のご利用から6ヵ月間は同サービスをご利用いただけません。○水濡れ・全損保証サービス　○配送交換サービス　○盗難・紛失保証サービス（ソフトバンクア
フターサービス、スーパー安心パックの盗難・全損保証サービス、あんしん保証パック with AppleCare Servicesの盗難紛失での配送交換）　▪本サービスのご利用後6ヵ月以内に水濡れ・全損・盗難・紛失等された場合は、通常の機種変更となりま
す。※3 在庫状況により同一機種を選択できない場合、料金プランやオプションサービスの変更が必要な場合があります。※4 修理で外装交換が必要な場合は、破損保証サービスの修理代金が別途かかります。※5 修理の対象は本体のみです。「
水濡れ・全損」の判定は当社が行います。対象外と判断した場合は、未修理状態で返却する場合があります。※6 水濡れ／破損した携帯電話機は、データ復旧の成否にかかわらず廃棄処分します。▪「データ復旧をご依頼いただく（水濡れ／破損した
）携帯電話機」と「データ回復用の携帯電話機」の2台を約1週間お預けいただきます（代替機貸し出し可能）。iPadは対象外です。▪ご利用中の携帯電話機が水濡れした場合は電源を入れず、電池パックを本体から取り外してソフトバンクショップま
でお持ちください。▪機種の状況によっては受付できない場合があります。※7 単体でもご加入いただけます［月額使用料：500円（ご加入月無料）］。※8 対象機種は2016年4月以降のスマートフォンとなります。※9 電池パックの在庫不足により、
お届けが遅れる場合があります。販売開始日から起算して3年を経過する提供対象機種は、ソフトバンク在庫分がなくなり次第、本サービスの対象外とさせていただきます。※10 電池パックのお申し込み期間は無料提供の権利発生後、1年間です。
お申し込み受付後、請求書送付先住所、契約者住所、任意の配送先のいずれかに送付します。電池パックが付属されていない機種（一部のデータ通信端末など）は適用対象外です。【水濡れ・全損保証サービス】▪全損・水濡れした機種は店頭にて回
収します。▪水濡れ・全損保証サービスまたは盗難・紛失保証サービスに基づき機種の交換を行った場合、旧機種の通信サービスの利用を制限します。【盗難・紛失保証サービス】▪信憑書類（盗難届・紛失届等）の提出が必要です。

■ その他のサービス

● メモリーデータ復旧サポート※6　● ケータイなんでもサポート※7　● 盗難紛失での配送交換　● 修理受付終了機種割引
•その他、2年間に限りAppleが提供するテクニカルサポートおよびエクスプレス交換サービスもご利用いただけます。

■ その他のサービス

● メモリーデータ復旧サポート※6　● オンライン修理受付 割引サービス　● オンライン修理受付 割引サービス　● 盗難・紛失保証サービス※2※3

● 電池パック無料サービス※9※10 または 内蔵型バッテリー交換修理割引サービス　● 修理受付終了機種割引
•ケータイ／タブレット／モバイルデータ通信をご利用の方は「あんしん保証パック」（月額使用料：500円、ケータイなんでもサポートなし）もご用意しています。

OPTIONAL SERVICES

保証サービス

日本語オプションサービス

モバイルデータ通信

タブレット

4Gスマートフォン

ケータイ

iPhone

iPad

iPhoneをご利用の方

● あんしん保証パック ［月額使用料］ iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone X :1,160円／月、その他のiPhone※ :830円／月
iPad Pro :700円／月、その他のiPad※ :650円／月

または

自然故障＊

無 料

自然故障・
電池消耗による修理

全額分期間固定
Ｔポイント★付与
全額分期間固定
Ｔポイント★付与

画面修理＊

液晶画面の破損による修理

全額分期間固定
Ｔポイント★付与
全額分期間固定
Ｔポイント★付与
全損の場合は除く。 ポイント付与対象外です。

その他修理＊

水濡れ・破損、その他の修理

配送交換
1～2日を目安に交換機をお届け

物損（過失や事故による故障） ご加入中はずっとあんしん！
2年間はAppleCare Servicesによって、
3年目以降もソフトバンクによって保証が
続きます。

1年目 2年目
3年目以降も
ずっと安心!

（保証期間）

全額分期間固定
Ｔポイント★付与
全額分期間固定
Ｔポイント★付与■ 修理代金は全額分期間固定Ｔポイント★を付与　このマークのサービスが対象！ ➡ ★ Yahoo!ショッピングなど所定のYahoo! JAPANサービス、LOHACO、GYAO!のみで

ご利用できます。付与日・有効期限等が通常Ｔポイントと異なります。

● あんしん保証パックプラス

4G スマートフォン／ケータイ／タブレット／モバイルデータ通信をご利用の方

［月額使用料］ 650円／月

交 換 ケータイなんでもサポート※7

0800-111-7638
［通話料：無料／受付時間：9：00～20：00（年中無休）］

修 理

故障保証※1

サービス
無 料

さまざまなトラブルの修理を特別料金で 1～2日を目安に交換機をお届け
（離島、一部地域を除く）

あらゆるケータイトラブルをサポート

水濡れ・全損保証
サービス※2※3※4※5 5,000円

破損保証
サービス 1,500円

同一機種か当社指定機種へ

会員価格☆で機種変更または

配送交換※2※3

7,500円

（故障保証サービス・破損保証サービスの場合）

4G スマートフォンのみ※8

新品
同等

with
AppleCare Services

3,400円iPhoneiPhone

4,400円iPadiPad
（
税
込
）

11,800円iPhoneiPhone

4,400円iPadiPad
（
税
込
）

11,800円iPhoneiPhone

4,400円iPadiPad
（
税
込
）



迷惑電話ブロック

J-8 表示価格は特に断りがない限り税抜です記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

［お申し込み］必要
  ご入会は機種の購入

  （新規回線契約／機種変更）
  と同時にお申し込みの場合に
   限られます。※1

【iPhone基本パック】【スマートフォン基本パック】▪端末によってはご利用できないものがあります。▪ご利用状況により月額使用料とは別に通信料が発生します。※1 USIM単体契約と同時にお申し込みの場合もご加入が可能です。
※2 機種変更時に次のサービスから変更または継続する場合は対象外です。［iPhone基本パック、スマートフォン基本パック、ケータイ基本パック、ケータイ基本パック for 4G ケータイ、あんしんファミリーケータイ基本パック］無料期
間終了後は月額使用料500円がかかります。1ヵ月無料特典期間は、お申し込み日から起算して翌月のお申し込み日の前日までになります。※3 危険なメールを検知する機能はiOS11.0以降対応です。※4 App内課金となります。※5 
文字で表示された内容は、実際の留守番電話メッセージ（音声）の内容と一致しない場合があります。【留守番電話プラス】▪通話基本プラン／スマ放題／スマ放題ライトにて留守番電話サービスをご利用いただくには、「基本パック」ま
たは「留守番電話プラス」へのお申し込みが必要です。【位置ナビ】▪被検索は対象機種に限ります。▪譲渡・承継時には、譲渡・承継元のお客さまの位置ナビに関する設定はすべて解除されます。

OPTIONAL SERVICES

セキュリティサービス

日本語オプションサービス

ケータイ

タブレット

iPhone

4Gスマートフォン

迷惑電話ブロック セキュリティチェッカー Internet Sagiwall

公衆Wi-Fi利用時の危険を監視

個人情報漏れを防ぐ

専用アプリ
通常350円／月
（税込）※4

インターネット利用時にネット詐欺など

危険なサイトから守る

専用アプリ
通常120円／月
（税込）※4

● iPhone基本パック

● スマートフォン基本パック

スマートセキュリティ
powered by Mc Afee ®

アプリや添付ファイルに潜む

ウイルスをブロック

専用アプリ
［通常300円／月］

留守番電話プラス

新たにご加入で1ヵ月無料※2

1,600円／月 ➡

悪質セールスや詐欺メールなど

危険な電話・メールを検知※3

■ その他のサービス

● 紛失ケータイ捜索サービス［iPhone基本パックの限定サービス］
● 留守番電話プラス［通常300円／月］　
● 位置ナビ［通常200円／月］［検索利用料5円／回］
● みまもりマップ 　　　　　
● 割込通話［通常200円／月］　　　
● グループ通話［通常200円／月］　　　
● 一定額ストップサービス［通常100円／月］

は、専用ページからかんたんにインストールできます。

専用アプリ

専用アプリ

一括設定が
完了している場合
基本パックアイコン
をタップ。

一括設定が
完了していない場合
QRコードから
アクセス。

■ その他のサービス

● Internet SagiWall
● 紛失ケータイ捜索サービス［スマートフォン基本パックの限定サービス］
● 位置ナビ［通常200円／月］［検索利用料5円／回］　
● みまもりマップ 
● 安心遠隔ロック［スマートフォン基本パックの限定サービス］★
● 割込通話［通常200円／月］　　
● グループ通話［通常200円／月］★
● 一定額ストップサービス［通常100円／月］
• タブレットの保証には「あんしんセキュリティセット」をご用意しています。

専用アプリ

専用アプリ は、専用ページからかんたんにインストールできます。専用アプリ

update

プリインストール
された基本パック
アイコンをタップ。

プリインストール
アイコンがない場合
QRコードから
アクセス。

新たにご加入で1ヵ月無料※2

1,735円／月 ➡ ［月額使用料］ 500円／月

［月額使用料］ 500円／月

留守番電話メッセージを

文字でも読めて便利に※5

専用アプリ
［通常300円／月］

悪質セールスや振り込め詐欺など

危険な電話・メールを検知

専用アプリ
［通常300円／月］

警察から提供された
迷惑電話番号を使っ
て照合しています。

専用アプリ
［通常300円／月］

警察から提供された
迷惑電話番号を使っ
て照合しています。

Nexus 6P、Android One S3 をご利用のお客さまは、
★のサービスはご利用できません。

おすすめ

おすすめ



J-9 国際サービス料金は特に断りがない限り課税対象外です記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

☆世界対応ケータイ（GSMと3Gの両方のネットワークがご利用になれる携帯電話）の場合。
▪世界対応ケータイ（3Gエリア専用）は、アメリカ・カナダなどでご利用いただけません。
▪対応機種はソフトバンクホームページをご覧ください。▪世界対応ケータイサービス非対応の機種の場合、USIMカードを世界対応ケータイ対応機種へ差し替えることで海外でも
　日本国内でご利用の電話番号とメールアドレスがご利用いただけます（iPhoneを除く）。

日本人の渡航先の99.8%以上☆をカバー！
ご利用中のソフトバンク携帯電話が

世界各国の地域で使える

海外でのご利用分、ソフトバンク国際電話・国際SMSは国内の料金プランおよび無料通信・各種定（パケットし放題
などの定額サービスを含む）・割引サービス（月月割を除く）の対象外となります（アメリカ放題適用時を除く）。

LTE国際ローミングは
121の国・地域でご利用可能

アメリカ放題や
海外パケットし放題でも
超高速通信が可能に！

アメリカ放題

【国際電話】▪相手につながらない場合も、現地通信事業者の事情等によっては、通話料が発生する場合があります。【国際SMS】※ 送信文字数に応じて料金が異なります［1通あたり100～1,000円（全角70～670字相当）］。
▪送信先の携帯電話事業者または機種により、送信できる容量が異なります。▪相手先にSMSが届かない際にも課金される場合があります。▪送信先の通信事業者の都合により、国際SMSを送信できない場合があります。

【渡航先での通話料・通信料】▪以下の場合は通話料、通信料が発生いたします。◯海外での着信・応答（着信料金が必要）　◯iPhoneでのSMS送信（70文字を超える場合、134文字までは2通分、それ以降は67文字ごとに1通分の通信料
がかかります）▪海外でコンテンツをダウンロードした場合、通信料が高額となりますのでご注意ください。▪相手につながらない際も、海外の通信事業者の事情などによっては通話料が発生する場合があります。▪海外からウェブをご利用
の場合、海外ネットワークの状況によりダウンロードやストリーミング再生が正常に行えない場合があります。▪機種によってS!メール（MMS）を自動で「全文受信」するよう初期設定されているものがあります。通信料が高額となることがあ
りますので、必要なメールのみ続きを受信する「手動受信」へ設定の変更をお願いいたします。iPhoneのMMSは自動で全文受信を行います。通信料が高額となることがありますので、「MMSメッセージ」の設定変更（オン／オフ）をお願い
します。▪アプリケーション等が自動的に通信を行い、意図しない通信料が発生する場合があります。データ通信を利用しない場合は［モバイルデータ通信］をオフにしてください。【アメリカ放題】※1 アラスカ州・モンタナ州の一部地域・グア
ム・サイパンなどを除きます。※2 スプリントネットワーク以外でのご利用は、世界対応ケータイの通話料／通信料がかかります。「Sprint」に接続していることをご確認のうえ、ご利用ください。▪スプリントには、［キャリア］が［自動］の場合に
のみ接続されます。ネットワークの状況等により、スプリントに接続できない場合があります。▪キャンペーン終了時期はソフトバンクホームページにてお知らせします。また、キャンペーン内容を予告なく変更する場合がありますので、最新
の情報はソフトバンクホームページをご確認ください。▪日本とアメリカ放題対象エリア以外への通話は対象外です。

海外パケットし放題

INTERNATIONAL SERVICE

［お申し込み］必要

［お申し込み］不要
［ウェブ使用料］ 必須

［サービス利用料］無料（通常980円／月） 
［お申し込み］サービス開始記念キャンペーン中は不要☆

世界対応ケータイ

日本語国際サービス

お申し込み不要、データローミングをオンにするだけ

海外でもメール、ウェブが定額料上限2,980円／日で楽しめて安心！

25MBまで

25MB以上

0円～51,199円

51,200円～

適用前iPhone、iPad、スマートフォン、4G ケータイ

ご利用バイト数（最大） 海外パケットし放題

適用後

0円～1,980円／日

2,980円／日

これ1つでラクラク設定できる、サポートアプリ
［対象機種］
iPhone、iPad、スマートフォン
［価格］無料
（アプリのダウンロードには通信料がかかります。）

［ウェブ使用料］必須

アメリカ国内
アメリカへ渡航中に
スプリントネットワークで
対応機種をご利用のお客さま

アメリカ国内
アメリカへ渡航中の
日本各社の携帯電話を
ご利用のお客さま

日本
日本各社の
携帯電話／固定電話を
ご利用のお客さま

アメリカ国内
アメリカの携帯電話／
固定電話を
ご利用のお客さま

その他の国
日本とアメリカ以外の国や
地域の携帯電話／固定電話を
ご利用のお客さま

● 対応機種　 iPhone／ iPad ／スマホ／ケータイ／タブレット／モバイルデータ通信

● 対象エリア　 アメリカ本土、ハワイ、プエルトリコ、バージン諸島（アメリカ領）※1　● 対応機種　iPhone 6 以降のiPhone／iPad Air 2 以降のiPad

● 海外パケットし放題アプリ
● 料金　  渡航先の現地時間ではなく、日本時間（0：00～23：59）の1日を基準に課金されます。

日本からアメリカの携帯電話・固定電話への発信は、「アメリカ放題」の対象ではありません。

［お申し込み］不要
［月額使用料］無料国際電話・国際SMS

日本国内から海外へ電話をかけたり、SMSを送ることができます。

39円／30秒

● 日本から海外へ国際電話をかける場合の通話料

100円※／通

● 日本から海外へ国際メール（SMS）を送る場合の送信料

通話・
メール無料

※2 通話・
メール無料

※2

通話 210円／分

メール無料※2

通話・
メール無料

※2

アメリカからアメリカ国内 、日本宛の通話やSMS、データ通信が無料    で利用できる！※2※1

日本からアメリカの携帯電話・
固定電話にかけた場合

日本から海外の通信事業者の
携帯電話に送る場合（全角70字相当）

海外でのご利用分、ソフトバンク国際電話・国際SMSは国内の料金プランおよび無料通信・各種定額（パケットし放題などの定額サービス含む）・割引サービス（月月割を除く）の対象外となります（アメリカ放題適用時を除く）。



日本語

J-10 表示価格は税抜です記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

INFORMATION インフォメーション

STEP 1
現在契約している携帯電話会社に番号ポータビリティ（MNP）を申し込む。
今お使いの携帯電話会社の番号ポータビリティ（MNP）予約窓口にご連絡いただき、「MNP予約番号」をお受け取りください。
下記の携帯電話会社以外の携帯電話会社の番号ポータビリティ（MNP）予約番号窓口は各社ホームページをご確認ください。

受付時間 9：00～21：30

My docomo から

ログイン ▶
ドコモオンライン手続き ▶

受付時間 9：00～21：30

EZ webから

TOP ▶ 
auお客さまサポート ▶
申し込む／変更する▶

（携帯電話）

受付時間 9：00～21：30

からMy Y!mobile

TOP ▶ 契約内容の確認・変更 ▶
携帯電話ポータビリティ（MNP）
予約関連手続き ▶

（スマートフォン・パソコン）
（https://my.ymobile.jp/muc/d/top）

My Y!mobileから

TOP ▶ 
料金・各種申込 ▶

MNP予約 ▶ 
MNP予約申込 ▶

（携帯電話）

携帯電話・
一般電話から

ウェブから

NTT docomo au／沖縄セルラー ワイモバイル★

一般電話から 0120-800-000

151
NTTドコモの携帯電話から

受付時間 9：00～20：00

0077-75470

受付時間 9：00～20：00

一般電話から 0120-921-156

116
ワイモバイルの電話から

受付時間 9：00～20：00

STEP 2
「MNP予約番号※」「現在契約している携帯電話の請求書」を持って、ソフトバンク取扱店、ソフトバンクオンラインショップへ。
お申し込みの際に必要なものは、J-12の「お申し込みの際にご用意いただくもの」欄をご参照ください。

★ワイモバイルPHS（Dual PHS含む）からソフトバンクへの番号移行の場合、ワイモバイルのメールアドレスをソフトバンクへ引き継ぐことが可能です。2014年7月31日以前に旧イー・モバイルにてご加入のお客さまはソフトバンクホー
ムページをご確認ください。※「MNP予約番号」の有効期限は予約当日を含め、15日間です。【番号ポータビリティ（MNP）ご利用時の注意点】▪現在契約している携帯電話会社が発行したメールアドレスは引き継ぎできません。▪現
在契約している携帯電話会社が提供しているサービス（料金プラン・割引サービスなど）は解約とともに終了となります。▪コンテンツプロバイダが提供しているコンテンツや電子マネーなどは引き継ぎできない場合があります。▪年間
契約などの割引サービスを契約している場合は、解約に伴い、別途費用が発生する場合があります。▪変更後の携帯電話会社から発売されている携帯電話が必要になります。▪お客さまの契約状態などによっては、電話や携帯Webで
の予約ができない場合があります（番号ポータビリティ（MNP）予約の条件は各社の規定によります）。▪MNP転出には、3,000円のMNP転出手数料が必要です［携帯電話のご購入を伴わないご契約、シンプルスタイル、スマート一括
契約、みまもりケータイの契約にて新規で加入の場合、契約後翌々請求月末（シンプルスタイルは契約後翌々月末）までのMNP転出については5,000円］。

番号ポータビリティ（MNP）に
関するお問い合わせ

■ 取り組み①
警察機関と連携し、本人確認を強化しています。
［本人確認書類原本による審査］契約にお時間をいただく場合があります。
［警察機関などへの情報提供］より確実な本人確認を行うため、契約受付時に提示された運転免許証など
の記載内容について確認が必要な場合、それらの情報を警察機関などに提供する場合があります。

▪契約者本人確認書類を偽造・改ざんしたり、これらの書類を携帯電話の申し込みに使用することや、他人
の名義で勝手に申し込みをした場合は、文書偽造罪（刑法第155条）や詐欺罪（刑法第246条）に触れる行為
となります。▪携帯電話申込時の本人特定事項（氏名・住所・生年月日）の虚偽申告や、自己名義携帯電話の
無断譲渡、他人名義携帯電話の譲渡・譲受は、携帯電話不正利用防止法に違反する行為となります。

ソフトバンク株式会社・警察庁・都道府県警察

■ 取り組み②
携帯電話機／データ通信端末の3G通信サービス／4G LTE ／4G通信サービスの利用制限を行う場合があります。
偽造書類等を利用して不正契約された携帯電話機／データ通信端末が「振り込め詐欺」等の犯罪に利用されることを防止する
ため、以下の項目に該当する携帯電話機／データ通信端末を用いた3G通信サービス／4G LTE／4G通信サービスの利用を制
限する場合があります。
①窃盗（盗難）や詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為（携帯電話不正利用防止法違反、文書偽造等）により不正に取得された場合 ②申込書の記入内容（氏名・住所・
生年月日等）に虚偽の事項が含まれている場合 ③契約申込書に記入された連絡先に対し当社からの請求書等の郵便物が届かない場合 ④代金債務（立替払による分割支払
金債務を含む）の履行がなされていない、またその恐れが高い場合および、各種あんしん保証パックサービスにご加入の携帯電話機で、水濡れ・全損保証サービスまたは盗
難・紛失保証サービスの対象となった旧携帯電話機（ソフトバンクショップにて回収したものも含む）▪正規取扱店以外（オークションや中古市場等）で購入された携帯電話機
には、不正に取得されたものが含まれていることがあり、利用制限の対象となる場合があります。利用制限が実施された携帯電話機の利用制限解除はいたしませんのでご注
意ください。

お客さまに高品質なサービスの提供を保証するため

※認証登録範囲に準ずる。 FS88187/ISO9001:2015

ユニバーサルサービス制度の開始に伴い、ソフトバンク携帯電話を
ご利用いただいているお客さまに、「ユニバーサルサービス料」の負
担をお願いしています。

ISO9001：2015（QMS）の認証取得
当社は、携帯電話機器※の市場品質管理において、品質マネジ
メントの国際規格であるISO9001の認証を取得し、継続的な
品質改善活動を行っています。

「ユニバーサルサービス料」について

番号そのままでソフトバンクに乗り換える

携帯電話の不正契約防止について

アクセス

詳細や携帯電話機の
ネットワーク利用制限
確認はこちら

www.softbank.jp/mobile/
support/3g/restriction/

▪ユニバーサルサービス制度とは、NTT東日本・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です。▪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回の見直しが行われるため、その内容に応じてお客さま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、ご負担額（ユニバーサルサービス料）など、当制度の詳細は、ソフトバンクホームページをご
確認ください。

番号ポータビリティ（MNP）お問い合わせ窓口（無料）［受付時間］9：00～20：00
ソフトバンク携帯電話から：＊5533　一般電話から：0800-100-5533 ▪電話番号はお間違いのないようおかけください。
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LTEサービスの拡大および一部3Gサービスの終了について
周波数の有効利用による安定した品質かつ快適な通信サービス提供のため、1.7GHz帯におけるLTEサービスの拡大を順次実施します。1.7GHz帯 3Gサービスにつきましては、2018年1月
末日（2018年2月1日 午前0時）にサービス提供を終了しました。 詳細はこちら ▶ http://www.softbank.jp/mobile/network/1500-1700mhz/

INFORMATION 日本語インフォメーション

■ パケットのご利用制限について ▪本内容は予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
1. 通信品質およびネットワーク利用の公平性確保のために、データ（パケット）定額サービスに加入し一定期間に大量の通信をご利用される一部のお客さまに対して、通信速度の制御を実施する場合があります。なお、通信の切断は行いません。

2. お客さまへよりよいネットワーク品質を提供するため通信毎にトラヒック情報の収集、分析、蓄積を行います。また、以下の通信において、通信の制御を行う場合があります。

■ アフターサービスについて
▪保証：お買い上げになった携帯電話機本体・充電器類には、保証書がついています。保証書の「お買い上げ日」と、「取扱店」の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管してください。▪保証期間：お買い上げ日より1年間（レンタ
ル契約の場合には保証書はついていません）。▪お買い上げ品：取扱上の問題がない場合は、保証期間内の故障に限り、無償で修理します。保証期間を経過したものの修理は、すべて有償です。

■ コンテンツの利用について
▪2010年12月1日より、一定期間内に高額または高頻度のコンテンツ情報料課金が発生した場合には、新規コンテンツ購入を制限させていただくことがあります。契約約款の定めにしたがってお客さまの3G通信サービス／4G LTE／4G通信サー
ビスについて利用停止または利用の一時中断の措置がとられた場合には、当社の定める期間の経過によりご利用中の情報サービスに対するコンテンツ情報料の課金・請求は停止いたします。なお、利用停止解除後に当該情報サービスを継続してご
利用される場合、当該情報サービスに対して再度利用手続きが必要になります。その際、情報サービスによっては、利用停止以前にコンテンツパートナーのサーバに登録された情報が失われる場合があります。

■ ソフトバンクUSIMカードについて
▪USIMカードは、電話番号などを記録したICチップで、ご利用料金のご請求はUSIMカードの電話番号に対して行われます。USIMカードは、別の携帯電話に差し込んでも利用可能なので、携帯電話（USIMカード差し込み済）を盗難・紛失された場合
、携帯電話のタイプ（国内専用／世界対応ケータイ）にかかわらず速やかに「紛失・故障受付」にご連絡して、緊急利用停止のお手続きを必ず行ってください。▪機種により、USIMカードに記憶可能な情報は異なります。機種変更などにより、USIMカ
ードを別の携帯電話に差し替えた場合、USIMカード上の電話帳を正しく表示できない場合があります。▪USIMカードの所有権は当社に帰属します。解約などの際は、当社にご返却ください。

■ データ（パケット）定額サービスをご利用の場合でも、定額の対象外となる通信がありますのでご注意ください。
【定額の対象外となる通信】▪一部機種（705NKなど）の機能を利用した場合　▪パソコンなどに携帯電話をUSBケーブルなどで接続した場合　▪アクセスインターネットでのパケット通信　▪ソフトバンクコネクトカードを利用するモバイル
データ通信　▪海外でのご利用分（アメリカ放題適用時を除く）　▪国際SMS　▪国際S!メール（MMS）　▪SMS　▪通話　▪TVコール通信
▪パケット通信料が高額になる可能性があることを月途中でお客さまにご確認いただくため、当社の定めた金額を超えた場合にお知らせメール（SMS）をお送りいたします。

■ あんしんしてご利用いただくために
◎車両の運転中は、交通事故の原因となりますので携帯電話を使用しないでください。◎病院、研究所など携帯電話の使用が禁止されている場所では、医療機器などに影響をおよぼす場合がありますので電源をお切りください。
◎混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。◎電車の中では、周りの方のご迷惑にならないよう、ご注意ください。新幹線の中ではデッキなど迷惑にならない場所まで移動して使用してください。◎レストランなどの静かな場所では、声
の大きさに注意しましょう。【心臓ペースメーカなどをご使用の方へ】植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカなどの装着部位から15cm以上離して携行・使用してください。自動電源ON ／ OFF
機能のある機種については、特にご注意ください。【携帯電話、PHS事業者間でのお客さま情報の交換について】契約解除後に料金未払いのあるお客さま、迷惑メールなど送信行為により利用停止措置を受けたお客さま、警察要望に基づく本人確
認に応じていただけず利用停止措置を受けたお客さまの情報を携帯電話、PHS事業者間で交換します。その情報は契約お申し込み受付時の加入審査に利用しますので、状況によってお申し込みをお受けできないことがあります。【個人情報の利用
に関する規定】ソフトバンク株式会社（以下「当社」とします）は、「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」を踏まえ、当社が収集し利用するすべての個人情報をその対象として、個人情報の利用・取り扱いに関する指針（以下「プライ
バシーポリシー」とします）を定め、公開しています。当社は、このプライバシーポリシーを遵守すると共に、お客さまの情報をはじめとするすべての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言します。詳細は、ソフトバンクホームページをご確
認ください。

■ 端末のご利用について
▪水、汗、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所での使用や、設置はしないでください。故障、火災、感電などの原因となることがあります。以下の場合は水濡れ故障の原因となることがありますのでご注意ください。・ポケットに入れて汗で濡れた場合。
・濡れた手で操作した場合。・雨の中で操作した場合。・湿ったものと一緒にバッグに入れた場合。・濡れたテーブルに置いた場合。・濡れる可能性が高い所で使用した場合（レジャー・入浴など）。・トイレに落とした場合。・水たまり、川などに落とした場合。
・洗濯機に入れた場合。・お風呂に落とした場合。▪ソフトバンク携帯電話は電波を利用しているため、サービスエリア内であっても電波の届かない所（トンネル・地下・山間部など）では発着信できません。また屋内・ビル陰・窪地やカバンの中など電波
状況の悪い所では発着信できないことがあります。通話中にこのような場所へ移動しますと、途中で通話が途切れることがあります。▪ソフトバンク携帯電話はデジタル方式の特性として、電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けま
す。したがって、通話中、この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることもあります。▪ソフトバンク携帯電話は高い秘話性を有していますが、電波を利用している関係上、盗聴される可能性がまったくないとはいえません。十分留意してご使用く
ださい。▪補聴器とソフトバンク携帯電話を同時にご使用になると、雑音が入る場合があります。▪ソフトバンク携帯電話をテレビ、ラジオ、電話機の近くやカーオーディオの近くでお使いになると、影響（ノイズ）を与えることがありますのでご注意く
ださい。▪商品の故障、誤動作、または電池切れなどの外部要因により、通話などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的補償については、当社は一切その責任を負いかねます。▪スマートフォンはパソコンに近い製品となって
おります。ご使用中、動作が異常に遅かったり画面がフリーズする等、故障と思われる事象が発生した際は電源入れ直しや、復元／工場出荷状態に戻すことにより解消する場合がありますのでお試しください。予期せぬトラブル等で大切なデータを
失わないためにも定期的なデータバックアップをお勧めいたします。▪お客さまご自身でソフトバンク携帯電話、USIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管ください。万が一、登録された情報内容が消失しても、当社では責
任を負いかねます。▪お客さまのご都合により解約された場合、契約事務手数料やお買い上げ品代金等は、お返しできません。

ご利用上の注意

■ 充電について ▪取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

充電端子部が濡れた状態、
異物が入った状態で充電しない

熱がこもる場所での充電や、
長時間の使用をしない

充電端子部が
曲がった状態で充電しない

キケン！
水ぬれ充電

誤った使用方法をされますと、常な発熱・焼損、
けが等、思わぬ事故の原因となり大変危険です。

＜SoftBank 4G ／SoftBank 4GLTEのデータ（パケット）定額サービス・料金プランでの通信制御実施条件＞

▪上記内容および対象のデータ（パケット）定額サービス・料金プランは変更される場合があります。【モバイルデータ通信用プランサブエリア以外の場合】オンライン料金案内、または書面での請求書にてご確認いただけます。該当月の請求書
の「通信料 パケット」欄の内訳に記載されているパケット数の合計（ただし、「ケータイWi-Fi」のパケット数を除く）が、各データ（パケット）定額サービスごとに上記のパケット数以上の方が対象となる場合があります。
【モバイルデータ通信用プランサブエリアの場合】次の目安をご参考ください。動画閲覧（1024Kbps、5分）の場合およそ30万パケット（38MB）、音楽データ（128Kbps、4分）の場合およそ3万パケット（約3.8MB）
【シンプルスタイル専用パケット定額サービス】▪3G通信サービスの利用を前提とします。▪月間とは、パケット定額サービスの各プランの申し込み時期に関わらず、暦月の1日～月末までをさします。▪月間パケット通信量は、プランの種別に
関わらず、月間の累積パケット数となります。▪実施期間の前月月初に通信制御対象のお客さまに対し、SMSにてお知らせいたします。

※ 2013年9月19日までにiPhone 5を購入し、4G LTE定額プログラム（7GBを超えた場合の通信速度制限なし）をご利用いただいている方が対象です。また、当該回線がテザリングオプション解除後に通信速度制限なしでご利用いただいている場合も対象です。

＜3G データ（パケット）定額サービス・料金プランでの通信制御実施条件＞

▪上記コンテンツ・サービスなどをご利用の際、通信速度の制御や各種ファイルの最適化を行う場合があります（最適化されたデータの復元はできない場合があります）。なお、通信の切断は行いません。▪その他パケット通信時に、最適化した
ファイルを機種側で復元できるなど、お客さまの通信に影響がない場合には、各種ファイルの最適化を行う場合があります。▪パケット通信時に、コンテンツ上に表示されない部分のデータなどにつきましては、通常の視聴・閲覧に影響のない
範囲でダウンロードの際に省略する場合があります。なお、省略されたデータは復元できません。▪パケット通信以外の通信（ソフトバンクが提供する音声通話やTVコール、Wi-Fi通信など）は制御対象となりません。

＜ご利用の際に制御することがあるコンテンツ・サービス＞

データ定額 50GBプラス 一定期間内に著しく大量の通信を継続的に行い、機械的な通信と当社が判断した場合は、通信速度を制限することがあります。

料金プラン 説明

パケットし放題フラット for 4G LTE※ 過去3日間で約3GB以上 約3GB以上ご利用いただいた当日の午前6時から24時間

料金プラン データ（パケット）通信量 制御期間

データ定額（3G スマホ）、PCサイトブラウザ（PCメール含む）、PCサイトダイ
レクト（Xシリーズ専用）、パケット放題フラット、パケットし放題フラット for ス
マートフォン、シンプルスタイル専用パケット定額サービス（2日プラン／7日
プラン／30日プラン）、その他各種データ（パケット）定額サービス

データし放題、データし放題 for ULTRA SPEED、データし放題フラット for 
ULTRA SPEED

過去3日間で約3GB以上 約3GB以上ご利用いただいた当日の午前6時から24時間

データし放題サブ回線：24時間ごとのデータ通信量が約366MB以上 当日午後9時から翌日午前2時まで

料金プラン データ（パケット）通信量 制御期間

対象 説明

VoIP（Voice over Internet Protocol）を利用する通信

大量のデータ通信、または長時間接続を伴うパケット通信

音声通話やテレビ電話などをパケット信号に変換し、データ通信にて実現するサービス

動画、画像などの一部 MPEG、AVI、MOV形式などの動画ファイル、BMP、JPEG、GIF形式などの画像ファイル

動画閲覧、高画質画像閲覧、長時間接続を伴うサイト、アプリなど

■携帯電話機の取り扱いについて
▪携帯電話機や電池パックをカバンの中などに入れて携帯される場合、一緒に鍵・ライター・ネックレスなどの金属物を入れるとバッテリーの端子に接触してショートし、バッテリーが壊れたり金属物が高温になること
があり非常に危険です。専用ケースに入れるか、金属物と一緒に入れないなど十分ご注意ください。▪分解や改造はしないでください。発熱・発火・破損の原因となります。▪専用の電池パックや充電器などのオプシ
ョン品を使用してください。指定のオプション品以外を使用すると、発熱・発火や故障の原因となります。▪故障したら使用を止め、すぐ修理にお出しください。▪携帯電話機使用中または充電中に、煙が出たり異臭が
した場合はただちに使用を中止し、「紛失・故障受付」までお電話ください（ソフトバンク携帯電話から：113、一般電話から：0800-919-0113）。

あぶない！
充電への衝撃
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下記　～　のいずれかA F

▪譲渡承継手続きを行う場合には、当社（ご加入の携帯音声通信事業者）の承認が必要です。▪ご加入の携帯音声通信事業者の承認のない譲渡承継手続きは、「携帯電話不正利用防止法」で禁止されており、罰則が適用されます。
▪ご契約の際、預託金［1契約につき10万円（課税対象外）以内・無利子］をお預かりする場合があります。なお、ご契約の解除により預託金を返還する際、お支払いいただく料金がある場合は、それに充当します。▪いただいた証明書類について、発行元に内容
の確認をとらせていただく場合があります。▪契約申込書のご記入内容（氏名、住所、連絡先等）に虚偽の記入があった場合、または契約申込書のご記入内容の不備等により当社からの請求書等の郵便物が届かない場合は、ご利用の停止およびご契約の解除
をさせていただく場合があります。▪ご記入いただいた連絡先、もしくはご契約先に、ご確認の連絡をとらせていただく場合があります。▪お申し込みから口座振替手続き完了まで、約1～2ヵ月かかります。その間はお手数ですが、請求書添付の振込用紙にて、
請求書裏面記載の金融機関またはコンビニエンスストア、郵便局の窓口でお支払いください。▪当社では、窃盗（盗難）や詐欺などの犯罪行為その他法令に違反する行為（携帯電話不正利用防止法違反、文書偽造など）により不正に取得された携帯電話機／
データ通信端末、または代金債務（立替払による分割支払金債務を含む）の履行がなされていないもしくはそのおそれが高い携帯電話機／データ通信端末を用いた3G通信サービス／4G LTE ／4G通信サービスの利用を制限させていただくことがありま
す。▪審査内容により、3G通信サービス契約／4G LTE ／4G通信サービス契約／衛星電話および割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約をお受けできない場合があります。▪割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約は3G通信サービス契
約／4G LTE ／4G通信サービス契約／衛星電話、1携帯電話番号あたり3契約までに限ります。なお、割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約が3契約未満であっても審査内容により新たな割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約のお申し込
みをお受けできない場合があります。▪使用者の情報を確認するため、任意で使用者情報（氏名・性別・生年月日）を提供いただきますようご協力お願いします。▪掲載内容は2018年11月5日現在のものです。内容については変更する場合があります。

割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約（個品割賦購入あっせん契約）をお申し込みされたお客さまへ
携帯電話機を割賦契約されたお客さまにおきまして、指定／個人信用情報機関にお支払い状況を登録いたします（滞納情報も含む）。詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。
▪信用情報機関に支払遅延情報等がある場合、他のクレジット契約ができないことがあります。また、支払遅延情報は、完済後も5年間は信用情報機関に記録が残り、他の加盟会員が審査のため利用できます。【支払名義人がご契約者と異なる場合
のご注意　※ご契約者／お支払者ともにご確認ください。】▪信用情報機関への照会・登録の対象は、支払名義人ではなく、ご契約者の情報です。ご契約者が未成年で支払名義人の親権者が滞納された場合も、未成年のご契約者の滞納として扱わ
れます。▪回線契約解約後も電話料金とは別に割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約（個品割賦購入あっせん契約）に基づく月々の割賦代金の支払いは発生します。
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お申し込みの際にご用意いただくもの

INFORMATION 日本語インフォメーション

新規ご加入の際は、機種代金以外に事務手数料：3,000円が必要です。ご利用料金と合算請求させていただきます。新規ご加入の場合

個人の
お客さま

未成年の
お客さま

法人の
お客さま

個人の
お客さま

ご利用料金のお支払い方法
口座引き落としの方（預金口座振替、ゆうちょ銀行払込）
［ご用意いただくもの］契約者ご本人名義のキャッシュカード、もしくは預金通帳・金融機関届出印

※一部の店舗、一部の金融機関ではキャッシュカードのみで口座振替手続きができない場合があります。キャッシュカードのみでお手続
きする場合は、キャッシュカード名義人ご本人に来店いただき、暗証番号を入力いただきます。法人口座はキャッシュカードのみでのお手
続きはできません。キャッシュカードのみでお手続きいただける金融機関など、詳細はソフトバンクホームページをご確認ください。

orキャッシュカードのみで、
即日口座振替手続きができます。※

キャッシュカード
口座振替手続き完了までに
約1～2ヵ月かかります。

預金通帳 + 金融機関届出印

クレジットカードご利用の方［ご利用可能なクレジットカード］

CASH CARD
00000-XXXX-0000-XXXX

▪上記いずれかのマークがついているクレジットカードをご利用いただけます。
　ご利用にあたっては、クレジットカードの名義人ご本人の来店が必要です。

または
VISA MasterCard JCB Diners Club AMERICAN

EXPRESS

P.48

キャッシュカードクレジットカード

運転免許証 日本パスポート

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者
保健福祉手帳

個人番号カード 健康保険証

住民基本台帳カード

補助書類

補助書類

通帳 印鑑 機種代金 カタログ

在留カード 特別永住者証明書外国パスポートクレジットカードの場合 口座振替の場合
1

ご本人名義のキャッシュカードまたは通帳ご本人名義のクレジットカード

orまたは

本人確認書類
2

印鑑

・口座振替の場合は
 金融機関お届け印

3

クレジットカードの場合 口座振替の場合
1

ご本人（またはご家族）名義のキャッシュカードまたは通帳ご本人（またはご家族）名義のクレジットカード

▪原則12歳～16歳未満の方で、割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約をお申し込みの場合、親権者さま名義のクレジットカードまたはキャッシュカードor預金通帳が必要です。

印鑑

・口座振替の場合は
 金融機関お届け印

orまたは

2 3
法定代理人
同意書

5

下記　～　のいずれかA F

法人確認書類
（いずれか1点）

2
来店者さまの
本人確認書類

4

下記　～　のいずれかA F

クレジットカードの場合 口座振替の場合
1

法人のお客さま名義の通帳法人のお客さま名義のクレジットカード

印鑑

・法人印
・口座振替の場合は
 金融機関お届け印※いずれも発行日から3ヵ月以内のもの

または

2 3

・社員証
・名刺
・勤務先の記載のある
 健康保険証

5

下記　～　のいずれかA F

・登記簿謄（抄）本
・現在（履歴）事項証明書
・印鑑証明書

A F

A E F

A F

機種変更の際は、機種代金以外に事務手数料：3,000円が必要です。ご利用料金と合算請求させていただきます。機種変更の場合

法人のお客さま 法人印（割賦契約の場合）＋ 来店者さまの本人確認書類（下記　   ～      のいずれか）＋ 来店者さまの在籍確認書類＋ ご利用中の機種（USIMカードを含む）

個人のお客さま／未成年のお客さま 本人確認書類（下記　   ～ 　  のいずれか）＋ ご利用中の機種（USIMカードを含む）

携帯電話不正利用防止法に基づき、契約締結時におきましては以下 　 ～  　（外国籍の方は　 ）いずれかの確認書類が必要となります。■ 本人確認書類
必ず原本をご用意ください。あらかじめコピーされているものは受付できません。なおご提出・コピーさせていただいた書類は、お申込者の本人確認以外には使用いたしません。
お申し込み内容により、下記以外、もしくは下記表内で複数の証明書類をご用意いただく場合がございます。

■ 補助書類
●発行後３ヵ月以内の住民票記載事項証明書（原本）、公共料金領収書（電気・都市ガス・水道など）、官公庁発行の印刷物（納税通知書など）　
●現住所の記載があるもの

個人番号カード
（マイナンバーカード）

健康保険証
＋

補助書類

在留カード ＋ 外国パスポート
または

特別永住者証明書

外
国
籍
の
方

●都道府県公安委員会発行のもの（国際免許は除く）　●有効期限内のもの　●現住所の記載があるもの
▪記載住所に変更があった場合は補助書類が必要です。

●有効期限内のもの　●現住所の記載があるもの
▪記載住所に変更があった場合は補助書類が必要です。

●有効期限内のもの　●現住所の記載があるもの
▪記載住所に変更があった場合は補助書類が必要です。
▪マイナンバーの通知カードは本人確認書類として受付できません（補助書類としても受付不可）。

▪機種変更の場合、補助書類は不要です。

●社会保険証、国民健康保険証、共済組合員証、自衛官診療証、船員保険被保険者証、
　国民健康保険退職保険者証、介護保険者証、老人医療受給者証、後期高齢者医療被保険者証のいずれか　
●有効期限内のもの　●現住所の記載があるもの

身体障がい者手帳 または
療育手帳 または

精神障がい者保健福祉手帳
▪記載住所に変更があった場合は補助書類が必要です。
●発行日の記載があるもの または 有効期限内のもの　●現住所の記載があるもの　●顔写真のあるもの

▪記載住所が相違もしくは住所記載がない場合は、別途補助書類が必要です。▪在留資格が「資格なし」ではお申し込みできません。
▪在留期限が当社基準に満たない場合は、新スーパーボーナス／スマート一括契約はできません。
▪在留資格が「一般永住者」の場合は、外国パスポートは不要です。
▪機種変更で在留カードをご提示の場合、外国パスポートは不要です。

●有効期限内のもの　●現住所の記載があるもの

A

B

C

D

E

F

 運転免許証

日本国パスポート

+

/ /

+ /

来店者さまの
在籍確認書類
（いずれか1点）

上記のほか、家族関係確認書類が必要です。家族割引サービスにお申し込みの場合

▪すでにご加入済みの家族向け割引サービスに追加する場合は、家族向け割引サービスグループに属しているいずれかのご契約者の登録情報と照合いたします。▪「住民票記載事項証明書」
や「同性とのパートナーシップを証明する書類」で家族確認ができる場合も受付いたします。▪弊社の審査基準により、家族向け割引サービスにはご加入いただけない場合がございます。

代表ご契約者さまの本人確認書類1

上記の　　～　   のいずれかA F

家族向け割引サービス加入者の本人確認書類

上記の　　～　   のいずれかA F

2ご家族
（親等数の制限なし・別住所可）

または
（同一住所であること・別姓可）



【ギガノーカウントについて】▪ギガノーカウントには対象サービスがございます。詳細は（https://u.softbank.jp/2MhiOMn）をご確認ください。また、ギガノーカウントの対象サービス内における一部サービスのご利用（LINE通話など）については、
ギガノーカウント対象外となる場合があります。詳細は（https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/ultragiga-monster-plus/caution/）をご確認ください。▪有料サービスのご利用は別途各社へのお支払いが必要です。▪ギガノーカウ
ントの対象として案内しているデータ通信であっても、VPN（Virtual Private Network）を介したデータ通信など技術的要因によりギガノーカウントの対象外となる場合があります。▪一定期間内に著しく大量の通信を継続的に行い、機械的な通信と
当社が判断した場合は、通信速度を制限することがあります。▪ギガノーカウントの対象サービスは、今後変更または追加されることがあります。変更または追加された内容は、すでにデータ定額 50GBプラスにご加入中のお客さまにも適用されま
す。【通話基本プラン】▪通話基本プラン（2年契約）は2年単位での契約となります（自動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料（9,500円）がかかります。また、更新月に解約などされた場合は、前月利用
分まで割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。家族以外との国内通話は20円／30秒となります。2年契約未加入時は4,200円／月（ウェブ使用料含む）、2年契約（フリープラン）加入時は1,800円／月（ウェブ使用料含む）となります。2
年契約（フリープラン）は加入から3年目（25ヵ月目）以降は、いつ解約しても契約解除料がかからないプランです。更新月を気にせず安心してご利用いただけます。2年契約なしの料金もお選びいただけます。2年契約なしの場合は新スーパーボーナ
ス（月月割）でのスマートフォン購入が可能です。【準定額オプション／定額オプション】▪無料通話には対象外があります。国際ローミング通話料、国際電話通話料、ソフトバンク衛星電話サービス、おしらべダイヤル、0180、0570など他社が料金設定
している番号への通話料、番号案内（104）などは無料通話の対象外です。その他当社が指定する番号（他社が提供する電話サービスの利用にあたり接続する特定電話番号宛の通話）では、本サービスの提供目的から逸脱していることから、無料通話
対象外に指定しています。詳細はこちらをご確認ください。（https://www.softbank.jp/mobile/set/data/legal/spguide/pdf/sp_sumahodai_numberlist_kiyaku.pdf）【ウルトラギガモンスター＋】▪毎月ご利用のデータ量が50GBを超えた場
合、請求月末まで通信速度を送受信時最大128Kbpsに低速化いたします。▪50GBを超過した場合、追加データを購入することで速度制限されずにデータをご利用いただけます。▪通信速度低速化の予告／開始をSMSにて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。▪データ定額 50GBプラス、データ定額ミニモンスターにご加入の場合、テザリングオプション月額使用料は500円／月となります。▪家族データシェア、法人データシェアに
はご加入いただけません。▪「あんしんフィルター」にご加入の場合は年齢制限により、一部閲覧できないサービスがあります。詳細は「あんしんフィルター」のサービスページ（ https://www.softbank.jp/mobile/service/fi ltering/anshin-fi lter/）
をご確認ください。【ギガ使い放題キャンペーン】▪本キャンペーンは2019年4月7日までに「データ定額 50GBプラス」が適用された方が対象となり、以下の時期をもって適用を終了します。なお、本キャンペーン終了後にギガノーカウントの対象外
サービスをご利用の場合、データ通信量を消費します。◯請求締日が10日：2019年4月10日まで ◯請求締日が20日：2019年4月20日まで ◯請求締日が末日：2019年4月末日まで▪日本国内のデータ通信に限られます。▪SMSの送受信は、対象外
です。▪一定期間内に著しく大量の通信を継続的に行い、機械的な通信と当社が判断した場合は、通信速度を制限することがあります。【1年おトク割】▪USIM単体契約も対象です。〇適用条件 ・機種購入時点で対象料金サービスが適用中であること
または申し込みし適用されること。・これまで1年おトク割が適用されたことがないこと。▪本割引が適用中の場合、月月割およびUSIM単体専用割は適用されません。▪割引額が割引対象料金を超えた場合、超過分は翌請求月へ繰り越しされません。
割引は、適用条件を満たした翌請求月を1ヵ月目として請求月単位で12ヵ月間適用します。適用中の意回線において以下のいずれかに該当する場合、割引は終了します。・対象料金サービスの解除、変更その他の理由により終了した場合。・電話番号・
メールアドレスお預かりサービスへ加入した場合。・回線契約を解約した場合。【みんな家族割＋】▪「データ定額 50GB」および「データ定額 50GBプラス」の定額料から、同一の家族割引グループ内の「データ定額 50GB」、「データ定額 50GBプラ
ス」および「データ定額ミニモンスター」の合計回線数に応じて、割引します。「データ定額ミニモンスター」の定額料からは、割引されません。◯適用条件・同一家族割引グループで「データ定額 50GB」「データ定額 50GBプラス」「データ定額ミニモ
ンスター」にご加入中またはお申し込みし適用される回線が2回線以上あること。▪割引は適用条件に合致した当該請求月から適用となります（新規契約と同時に対象データ定額サービスおよび家族割引にご加入の場合のみご契約当該請求月に
2,000円割引します。月途中にご加入の場合、割引額は日割り計算を行います）。▪適用条件から外れるお申し込みをされた場合、お申し込みの当該請求月末で本割引は終了となります。ただし、ソフトバンクを解約または「電話番号・メールアドレスお
預かりサービス」に加入された場合、前請求月末で本割引は終了となります。【おうち割 光セット】▪3年目以降の割引の有無は対象固定通信サービスにより異なります。【ガラケ➡スマホ割】〇適用条件 ▪機種の購入を伴う新規契約または機種変更
と同時に対象料金サービスに2年契約もしくは2年契約（フリープラン）でお申し込みし適用されること。▪機種変更の場合、機種変更前の機種がソフトバンクのケータイ、みまもりケータイまたはあんしんファミリーケータイをご利用されていること。
▪のりかえ（MNP）の場合、お客さまの電話番号を表示できる他社のケータイ（従来型携帯電話／フィーチャーフォン）、PHSまたはキッズ向けケータイをご利用されていること。【1年おトク割／ガラケ➡スマホ割】▪割引は、適用条件を満たした翌請
求月を1ヵ月目として請求月単位で12ヵ月間適用します。適用中の回線において以下のいずれかに該当する場合、割引は終了します。・対象料金サービスの解除、変更その他の理由により終了した場合。・電話番号・メールアドレスお預かりサービスへ加
入した場合。・回線契約を解約した場合。▪2年契約なしは適用対象外となります。

日本語

J-1

［お申し込み］必要
［ソフトバンクに新規加入の方］
  加入月から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］
  翌請求月から適用

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

下記8つの対象サービスをどれだけ使ってもギガノーカウント

50GB

▪J-1に記載の通話料および通信料は、国際サービスご利用時は異なります。詳細はJ-9をご覧ください。 一部の通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細はJ-10をご覧ください。

PRICE PLAN

 

5,480円~
（6,480円~）

みんな家族割+適用対象外

（1年間）

4,980円~
（5,980円~）

（1年間）

3,980円~
（4,980円~）

（1年間）

3,480円~
（4,480円~）

（1年間）

料金プラン

iPhone

4Gスマートフォン

表示価格は特に断りがない限り税抜です

5,980円／月

-1,000円／月

-1,000円／月

-500円／月 -1,500円／月 -2,000円／月

1,500円／月（2年契約） 1回5分以内の国内通話し放題
準定額オプション　500円／月

すべての国内通話し放題
定額オプション　1,500円／月

1,800円／月（2年契約フリープラン）　4,200円／月（2年契約なし）▪2年契約の有無により適用となる割引は異なります。

家族が増えると、おトクになる！ ミニモンスターも「みんな家族割＋」の対象人数として数えられます！

今なら対象期間中全サービスがギガノーカウント！  期間限定！ 「ギガ使い放題キャンペーン」実施中（2019年4月7日まで）

データ定額 
50GBプラス

みんな家族割+

通話基本プラン
基本料（2年契約加入時）
＋ウェブ使用料300円／月
（通話料従量制 20円／30秒）

1年おトク割
2年契約なしは適用対象外

おうち割 光セット
別途固定通信サービス料

がかかります

1人でも 2人なら 3人なら 4人なら月額
利用料金

おうち割 光セット、
1年おトク割、

みんな家族割+適用時
別途固定通信サービス料

がかかります

（2年目以降）

■ 月額料金内訳

通話基本プラン（2年契約／フリープラン）は月月割適用対象外となります。▪2年契約なしの料金もお選びいただけます。2年契約なしの場合は新スーパーボーナス（月月割）でのスマートフォン購入が可能です。

■ Yahoo!プレミアム　通話基本プランをご利用のお客さまは、基本料はそのままでヤフー株式会社が提供する「Yahoo!プレミアム」をご利用いただけます。
　▪スマートログインを設定のうえ、「Yahoo!プレミアム利用ガイド」に従いご利用いただく必要がございます。

料金プラン



日本語

J-2

［お申し込み］必要
［ソフトバンクに新規加入の方］
  加入月から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］
  翌請求月から適用

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

使った分だけ！1,980円～ （1GBまで／1年間）

0~1GB ~2GB ~5GB ~50GB

 

▪J-2に記載の通話料および通信料は、国際サービスご利用時は異なります。詳細はJ-9をご覧ください。 一部の通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細はJ-10をご覧ください。

PRICE PLAN

 

1,980円~
（2,980円~）

（1年間）

1年目

1,980円~

1年目

3,980円~

1年目

5,480円~

1年目

6,480円~

1年間0円~

1年目

2,000円~

1年目

3,500円~

1年目

4,500円~

3,980円~
（4,980円~）

（1年間）

5,480円~
（6,480円~）

（1年間）

6,480円~
（7,480円~）

（1年間）

料金プラン

iPhone

4Gスマートフォン

表示価格は特に断りがない限り税抜です

「みんな家族割＋」の対象人数として数えられます（割引は対象外です）

4,480円／月 5,980円／月 6,980円／月2,480円／月

-1,000円／月

-1,000円／月

1,500円／月（2年契約）
1回5分以内の国内通話し放題

準定額オプション　500円／月
すべての国内通話し放題

定額オプション　1,500円／月

1,800円／月（2年契約フリープラン）　4,200円／月（2年契約なし）▪2年契約の有無により適用となる割引は異なります。

iPhone・4G スマートフォン

ガラケーから
スマホへの変更で

データ定額
ミニモンスター

みんな家族割+

ガラケ➡スマホ割 0
GB

1
GB

2
GB

5
GB

50
GB

月額
利用料金

おうち割 光セット、
1年おトク割適用時
別途固定通信サービス料がかかります

（2年目以降）

2GB以上使うなら

おトク！
が

通話基本プラン
基本料（2年契約加入時）
＋ウェブ使用料300円／月
（通話料従量制 20円／30秒）

おうち割 光セット
別途固定通信サービス料がかかります

1年おトク割
2年契約なしは適用対象外

【通話基本プラン】▪通話基本プラン（2年契約）は2年単位での契約となります（自動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料（9,500円）がかかります。また、更新月に解約などされた場合
は、前月利用分まで割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。家族以外との国内通話は20円／30秒となります。2年契約未加入時は4,200円／月（ウェブ使用料含む）、2年契約（フリープラン）加入時は1,800円／月（ウェブ
使用料含む）となります。2年契約（フリープラン）は加入から3年目（25ヵ月目）以降は、いつ解約しても契約解除料がかからないプランです。更新月を気にせず安心してご利用いただけます。通話基本プラン（2年契約／フリープラン）は
月月割適用対象外となります。2年契約なしの料金もお選びいただけます。2年契約なしの場合は新スーパーボーナス（月月割）でのスマートフォン購入が可能です。【準定額オプション／定額オプション】▪無料通話には対象外がありま
す。国際ローミング通話料、国際電話通話料、ソフトバンク衛星電話サービス、おしらべダイヤル、0180、0570など他社が料金設定している番号への通話料、番号案内（104）などは無料通話の対象外です。その他当社が指定する番号
（他社が提供する電話サービスの利用にあたり接続する特定電話番号宛の通話）では、本サービスの提供目的から逸脱していることから、無料通話対象外に指定しています。詳細はこちらをご確認ください。
（https://www.softbank.jp/mobile/set/data/legal/spguide/pdf/sp_sumahodai_numberlist_kiyaku.pdf）【1年おトク割】▪USIM単体契約も対象です。〇適用条件 ・機種購入時点で対象料金サービスが適用中であることまたは申し
込みし適用されること。・これまで1年おトク割が適用されたことがないこと。▪本割引が適用中の場合、月月割およびUSIM単体専用割は適用されません。▪割引額が割引対象料金を超えた場合、超過分は翌請求月へ繰り越しされません。割引
は、適用条件を満たした翌請求月を1ヵ月目として請求月単位で12ヵ月間適用します。適用中の意回線において以下のいずれかに該当する場合、割引は終了します。・対象料金サービスの解除、変更その他の理由により終了した場合。・電話番号・
メールアドレスお預かりサービスへ加入した場合。・回線契約を解約した場合。【みんな家族割＋】▪「データ定額 50GB」および「データ定額 50GBプラス」の定額料から、同一の家族割引グループ内の「データ定額 50GB」、「データ定額 50GB
プラス」および「データ定額ミニモンスター」の合計回線数に応じて、割引します。「データ定額ミニモンスター」の定額料からは、割引されません。◯適用条件・同一家族割引グループで「データ定額 50GB」「データ定額 50GBプラス」「データ
定額ミニモンスター」にご加入中またはお申し込みし適用される回線が2回線以上あること。▪割引は適用条件に合致した当該請求月から適用となります（新規契約と同時に対象データ定額サービスおよび家族割引にご加入の場合のみご契約
当該請求月に2,000円割引します。月途中にご加入の場合、割引額は日割り計算を行います）。▪適用条件から外れるお申し込みをされた場合、お申し込みの当該請求月末で本割引は終了となります。ただし、ソフトバンクを解約または「電話番
号・メールアドレスお預かりサービス」に加入された場合、前請求月末で本割引は終了となります。【おうち割 光セット】▪3年目以降の割引の有無は対象固定通信サービスにより異なります。【ガラケ➡スマホ割】〇適用条件 ▪機種の購入を伴
う新規契約または機種変更と同時に対象料金サービスに2年契約もしくは2年契約（フリープラン）でお申し込みし適用されること。▪機種変更の場合、機種変更前の機種がソフトバンクのケータイ、みまもりケータイまたはあんしんファミリー
ケータイをご利用されていること。▪のりかえ（MNP）の場合、お客さまの電話番号を表示できる他社のケータイ（従来型携帯電話／フィーチャーフォン）、PHSまたはキッズ向けケータイをご利用されていること。【1年おトク割／ガラケ➡スマ
ホ割】▪割引は、適用条件を満たした翌請求月を1ヵ月目として請求月単位で12ヵ月間適用します。適用中の回線において以下のいずれかに該当する場合、割引は終了します。・対象料金サービスの解除、変更その他の理由により終了した場
合。・電話番号・メールアドレスお預かりサービスへ加入した場合。・回線契約を解約した場合。▪2年契約なしは適用対象外となります。

おうち割 光セット、1年おトク割適用時別途固定通信サービス料がかかります

使った分だけのお支払いで、家族通話とギガがコミコミの安心プラン

■ 特典内容

通話基本プラン（2年契約／フリープラン）は月月割適用対象外となります。▪2年契約なしの料金もお選びいただけます。2年契約なしの場合は新スーパーボーナス（月月割）でのスマートフォン購入が可能です。

■ Yahoo!プレミアム　通話基本プランをご利用のお客さまは、基本料はそのままでヤフー株式会社が提供する「Yahoo!プレミアム」をご利用いただけます。
　▪スマートログインを設定のうえ、「Yahoo!プレミアム利用ガイド」に従いご利用いただく必要がございます。



【スマ放題】▪2年契約は2年単位での契約となります（自動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料（9,500円）がかかります。契約期間は適用開始となった日から翌請求月末までを1ヵ月目として
計算します。▪更新月に解約等された場合は、前月利用分まで割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。▪他人に電気通信サービスを提供する目的（電気通信役務目的）でご利用いただくことはできません。当社が電気通信役務目
的で利用していると判断した場合は、当社指定の料金プランへ変更するとともに、お客さまのお申し込みによる一部の料金プランへの変更を一定期間制限します。　【基本料】▪月途中に新規契約と同時加入の場合日割り計算を行いますが、
解約の場合は日割り計算は行いません。▪ウェブ使用料、データ定額サービスの加入が必須です。＜無料通話対象外＞◯ソフトバンク以外へのショートメッセージ（SMS）送信　【ウェブ使用料／データ定額サービス】▪月途中に新規契約と同
時加入の場合日割り計算を行いますが、解約の場合は日割り計算は行いません。　【データ定額サービス】▪一定期間に大量の通信をご利用された場合、通信速度の制限を実施する場合があります。　【データくりこし】▪基本データ量のうち、
余ったデータ量はすべて翌請求月末までくりこせます。＜対象データ定額サービス＞データ定額 50GB ／20GB ／5GB ▪一部の通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細はJ-11をご覧ください。　【Yahoo!プレミアム】▪通話
基本プランをご利用のお客さまは、基本料はそのままでヤフー株式会社が提供する「Yahoo!プレミアム」をご利用いただけます。▪スマートログインを設定のうえ、「Yahoo!プレミアム利用ガイド」に従いご利用いただく必要がございます。

日本語

J-3

［お申し込み］必要
［ソフトバンクに新規加入の方］
  加入月または 翌請求月から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］
  翌請求月から適用

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

iPad・タブレット 料金プラン

基本プラン（2年契約加入時）  データ定額サービス

PRICE PLAN

5,000円／月

3,500円／月

2,900円／月

データ定額

データ定額ミニ

データ定額ミニ

5GB

2GB

1GB

7,000円／月

6,000円／月スマ放題
［ iPad・タブレット ］  2,000円／月2 年

契約

基本料（1,700円）＋ウェブ使用料（300円）

2年契約なし……………… 3,500円／月
▪上記金額にはウェブ使用料300円が含まれています。

タブレットし放題
好きなだけネットが楽しめる&データ量が翌月にくりこせて安心

データ定額

データ定額

おすすめ 50GB

20GBおすすめ

料金プラン

iPad

タブレット

［お申し込み］必要タブレットずーっと割
iPad

タブレット

▪2年契約にご加入時の料金です。▪2年契約は2年単位での契約となります（自動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料（9,500円）がかかります。契約期間は適用開始となった日から翌請求月末ま
でを1ヵ月目として計算します。　【適用条件】◯対象の機種を新スーパーボーナス36回割賦契約（一括／分割）で購入すること。◯データシェアプラスに加入中または対象機種の購入と同時に加入すること。※1 機種代金がかかります。※2 タブ
レット基本料1,700円／月、ウェブ使用料300円／月、データシェアプラス月額使用料500円／月の合計金額から、iPad 520円・タブレット 1,520円を割引した場合。※3 商品券・ポイントなどでの提供です。▪他の割引サービスとの併用などで、タブ
レット基本料が本キャンペーンの割引額を下回る場合、他の割引サービス適用後のタブレット基本料を本キャンペーンの割引上限額とします。▪以下の場合には、特典は無効または終了となります。①対象回線を解約／譲渡（家族間名義変更を除
く）、もしくは機種変更をした場合 ②電話番号・メールアドレスお預かりサービスにお申し込みされた場合 ③データシェアプラスを解除された場合 ④利用機種を変更した場合（USIM交換も含む）

データシェアプラスと併用で
タブレットの通信料※1がおトクに

通話定額プラン

1,500円／月
基本料＋ウェブ使用料

データ定額 50GB

5,980円／月 スマホとタブレットで

8,460円／月
7,480円／月

タブレットプラン

2,000円／月
基本料＋ウェブ使用料

スマホ

データシェアプラスで
20GBを分け合うと

タブレット20GB タブレットずーっと割で

2,500円／月 980円／月

基本プラン データ定額サービス 小計 合計

※2

■ お支払いイメージ［ データシェアプラス ＋ タブレットずーっと割適用時］

表示価格は特に断りがない限り税抜です

iPad ずーっと月額1,980円

［お申し込み］必要データシェアプラス
親回線

スマホ

iPhone

ケータイ

子回線

タブレット

iPad

モバイルデータ通信

■ 対象／料金サービス

基本料（通話基本プラン、スマ放題／スマ放題ライト、ホワイトプラン、標準プラン）、
ウェブ使用料、データ（パケット）定額サービス（データ定額 50GB ／20GB ／
5GB、データ定額ミニ 2GB ／1GB、パケットし放題フラット for 4G LTE ／4G）

基本料（タブレット基本料、Wi-Fiルータープラン、Wi-Fiルータープラン（高速））、
ウェブ使用料、データ（パケット）定額サービス（データ定額 50GB ／20GB ／
5GB、データ定額ミニ 2GB ／1GB

【適用条件】◯対象料金サービスに加入中または申し込みをすること。　◯親回線と子回線が同一家族割引グループにご加入いただくこと。▪親回線1回線に対して子回線5回線までが対象です。▪一部併用できないサービス・キャンペーンが
あります。▪毎月ご利用のデータ量が親回線のデータ量上限を超えた場合、請求月末まで親回線・子回線の通信速度を送受信時最大128Kbpsに制限いたします。▪子回線はデータシェアプラス月額使用料（500円／月）が自動適用されます。
▪データシェアプラス月額使用料の日割り計算は行いません。▪親回線・子回線ともに、いずれかのデータ（パケット）定額サービスへの加入が必要です。本サービスが適用されるまでの間および適用終了後は、加入いただいたデータ（パケッ
ト）定額サービスが適用されます（適用期間中は、当該データ（パケット）定額サービスの定額料は請求いたしません）。データ定額ミニ 2GBは、通話定額ライトプラン（スマ放題ライト）ではご加入いただけません。

子回線は1台につき
基本プラン+500円で

親回線のデータ量をシェアできる

25GB

25GB

50GB
スマホ

タブレット

親回線

子回線

■ 対象機種
ソフトバンクホームページをご確認ください。

■ 特典内容 以下の（A）（B）いずれかから選択できます。

（A）タブレット基本料より、毎月1,520円割引
（B）タブレット基本料より、毎月1,000円割引+15,000円キャッシュバック（一括）※3タブレット （A）タブレット基本料より、毎月520円割引

（B）15,000円キャッシュバック（一括）※3iPad

（データシェアプラス 500円／月のみ）

タブレット ずーっと月額980円
※2



【スマ放題／スマ放題ライト】▪2年契約は2年単位での契約となります（自動更新）。更新月（契約期間満了の翌請求月と翌々請求月）以外の解約等には契約解除料（9,500円）がかかります。また、スマ放題／スマ放題ライトの2年契約は更新
月に解約などされた場合は、前月利用分まで割引適用となり、当月利用分は割引適用されません。なお、2年契約（フリープラン）の場合、契約期間は適用開始日から翌請求月末までを1ヵ月目とする24ヵ月間となり、契約期間満了後の解約など
には契約解除料は発生しません。▪データ定額サービスに未加入で利用されると、ご利用状況によりデータ通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。▪通話が連続して長時間におよぶなど、当社設備に影響をおよぼすと当社が
判断した場合は、通話を切断することがあります。▪他人に電気通信サービスを提供する目的（電気通信役務目的）でご利用いただくことはできません。当社が電気通信役務目的で利用していると判断した場合は、当社指定の料金プランへ変
更するとともに、お客さまのお申し込みによる一部の料金プランへの変更を一定期間制限します。　【スマ放題ライト】▪5分を超えた場合の通話料は20円／30秒となります。SMSの送信には3円／通がかかります。▪家族割引適用時、同一の
家族割引にご加入の家族への通話が24時間無料となり、SMS送信も無料となります。　【基本料】▪スマ放題／スマ放題ライトは月途中に新規契約と同時加入の場合日割り計算を行いますが、解約の場合は日割り計算は行いません。＜無料通
話対象外＞○アメリカ放題以外の国際ローミング　○国際電話　○テレドーム（0180から始まる番号）　○ナビダイヤル等（0570から始まる番号）　◯ソフトバンク以外へのショートメッセージ（SMS）送信　◯国際転送電話サービス（通話開
始後、接続先の海外番号を改めて入力するもの等）　○当社が指定し、別途随時公表する電話番号　【ウェブ使用料】▪月途中に新規契約と同時加入・解約の場合日割り計算を行います（スマ放題／スマ放題ライトで解約の場合日割り計算は行
いません）。　【データ定額サービス】▪ウェブ使用料が必要です。▪一定期間に大量の通信をご利用された場合、通信速度の制限を実施する場合があります。▪月途中に新規契約と同時加入の場合日割り計算を行いますが、解約の場合日割り
計算は行いません。▪一部対象外の通信があります。▪毎月ご利用のデータ量が基本データ量を超えた場合、請求月末まで通信速度を送受信時最大128Kbpsに低速化いたします。その他注意事項はソフトバンクホームページ
（www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data_traffic）をご確認ください。　【データくりこし】▪基本データ量のうち、余ったデータ量はすべて翌請求月末までくりこせます。＜対象データ定額サービス＞データ定額 50GB ／20GB ／5GB

日本語

J-4

［お申し込み］必要
［ソフトバンクに新規加入の方］
  加入月から適用
［ソフトバンクを既にご利用の方］
  翌請求月から適用

記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

ケータイ 料金プラン

Yahoo!プレミアム

 

PRICE PLAN

基本プラン（2年契約加入時）

300円／月
ウェブ使用料

スマ放題
［ 通話定額プラン ］

2,200円／月
2年契約（フリープラン）
2年契約未加入時

… 2,500円／月
… 3,700円／月

24時間
すべての

国内通話し放題※1

スマ放題ライト
［ 通話定額ライトプラン ］

1,200円／月
2年契約（フリープラン）
2年契約未加入時

… 1,500円／月
… 2,700円／月

データ定額サービス

料金プラン

ケータイ

4G ケータイ、AQUOSケータイ、かんたん携帯9で、スマ放題［通話定額基本料（ケータイ）］、スマ放題ライト［通話
定額ライト基本料（ケータイ）］、ホワイトプラン、標準プランをご利用のお客さまは、基本料はそのままでヤフー株式
会社が提供する「Yahoo!プレミアム」をご利用いただけます。

2年契約（フリープラン）とは 加入から3年目（25ヵ月目）以降は、いつ解約しても契約解除料がかからないプランです。更新月を気にせず安心して
ご利用いただけます。

表示価格は特に断りがない限り税抜です

▪J-4に記載の通話料および通信料は、国際サービスご利用時は異なります。詳細はJ-9をご覧ください。 一部の通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細はJ-11をご覧ください。

インターネット
接続サービス

2,900円／月

3,500円／月

5,000円／月

データ定額S
（4G ケータイ）／2.5GB

データ定額ミニ

データ定額ミニ

データ定額 5GB

2GB

1GB

0～4,200円／月
［パケット通信料0.005円／パケット］

▪スマートログインを設定のうえ、「Yahoo!プレミアム利用ガイド」に従いご利用いただく必要がございます。

1回5分以内
すべての

国内通話し放題※1



■ 加入条件
● 対象機種を新スーパーボーナス（48回割賦）にて購入すること。　● 「データ定額サービス」「パケットし放題フラット for 4G LTE ／4G」への加入（データシェア子回線は対象外）。

■ 対象料金プラン
● 通話基本プラン（2年契約なし）※3 　● 通話定額ライト基本料　 ● ホワイトプラン　● 標準プラン 　● モバイルデータ通信向け料金プラン  など

■ 特典適用条件　
①対象機種を24ヵ月利用後、25ヵ月目以降に「半額サポート for iPhone／AndroidTM」または「機種変更先取りプログラム」の指定機種に機種変更すること。 
②機種変更後も「半額サポート for iPhone／AndroidTM」「機種変更先取りプログラム」のいずれかに加入すること。
③機種変更の翌月末までに加入時に購入した機種を回収、査定完了すること（当社指定の回収・査定条件を満たしていること）。回収した機種が査定条件を満たさなかった場合、

20,000円※（不課税）のお支払いが必要です。割賦債務が完済済みである場合および回収機種が査定条件を満たしていないときにお客さまの割賦残債務が20,000円※
（不課税）以下の場合は、本特典は利用できません。機種変更時、対象機種その他条件があります。

J-5 表示価格は特に断りがない限り税抜です。割引額は税込総額からの割引額となります。記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

最新スマートフォンが最大半額で買えるおトクなサービス

最新機種の
機種代金が 最大半額

＊

機種代金分割支払金
（24回払い）

24回お支払い回数

24回払いに比べて
毎月の負担が軽くなります

24回 48回

お支払いを48回に分割できます

機種代金分割支払金
（48回払い）

購入時

24回 48回

25ヵ月目以降に機種変更した場合、
残額のお支払いは必要ありません

残額のお支払い不要

残りのお支払いが
不要になります。

機種代金実質負担額
（48回払いで24回以上）

25ヵ月目以降

通話／データ利用料が24ヵ月間割引に
※1

月月割支払いイメージ

［48回割賦（48ヵ月間割引）もお選びいただけます。］

携帯電話をご購入の際に「新スーパーボーナス」でご契約すると

＊48回払いで購入し、25ヵ月目以降の機種変更時に機種回収で最大24回分のお支払いが不要になるプログラムです。

CAMPAIGN

［お申し込み］不要半額サポート for iPhone／AndroidTM

日本語キャンペーン

iPhone

4Gスマートフォン

［お申し込み］必要月月割 iPad

iPhone 4Gスマートフォン

ケータイ モバイルデータ通信

タブレット

1年買い替えオプション：1年で機種変更した場合も、26ヵ月目以降の機種代金のお支払いが不要となります。
▪機種変更後（14ヵ月目～25ヵ月目）の機種代金はお支払いが必要となり、月月割が適用されませんのでご注意ください2年待たずに、1年で機種変更することも可能！

【半額サポート】※あんしん保証パック with AppleCare Services、あんしん保証パック、あんしん保証パックプラス加入時は2,000円（不課税）となります。【「1年買い替えオプション」特典適用条件】▪上記適用条件の②③に加え、以下が条
件となります。〇対象機種を12ヵ月間利用後、13ヵ月目以降24ヵ月目までに「半額サポート」または「機種変更先取りプログラム」の指定機種に機種変更すること。◯25ヵ月目までの機種代金は割賦契約条件に従い引き続き支払う必要があ
ります。【注意事項】▪本プログラム加入時にご購入された対象機種を、次の機種変更時に当社で回収します。▪旧機種回収の際は、古物営業法に基づく本人確認を実施します。▪本特典を利用した機種変更が可能となるタイミングは、本プ
ログラムを申し込んだ当該請求月を1ヵ月目として記載しています。請求月は、お客さまの締め日によって異なります。▪以下の場合、本プログラムは自動的に解約となります。①対象機種の割賦残債務を一括弁済した場合 ②機種変更した場
合 ③「電話番号・メールアドレスお預かりサービス」に加入した場合、家族データシェアまたは法人データシェアの子回線に変更した場合 ④対象料金サービスを解除または対象外料金サービスへ変更した場合 ⑤回線契約の解約・譲渡（家族
割引名義変更を除く）した場合。▪「ワンキュッパ割」「スマホデビュー割」「機種変更先取りプログラム」との併用はできません。▪次回機種変更時に本特典を利用する場合、「下取りプログラム（機種変更）」との併用はできません。▪一部他の
キャンペーン、プログラム、割引との併用ができない場合があります。▪本プログラムは、予告なく廃止または内容が変更となる場合があります。▪その他詳細な条件については、別途当社が定める提供条件書の内容をご確認ください。▪詳
しくは、ソフトバンククルーまたはソフトバンクホームページをご覧ください。

【新スーパーボーナス】▪月月割が終了した後も継続されます。なお、機種変更の際に新スーパーボーナス用販売価格以外で端末をご購入された場合、新スーパーボーナスは解除されます。▪現在ご利用されている機種の利用期間が6ヵ月未
満の場合は、原則新スーパーボーナス用販売価格での機種変更／契約変更はお申し込みいただけません。▪月月割は、購入時の端末代金（税込）からの割引ではございません。▪月月割適用期間中に携帯電話を機種変更／解約された月月割
の適用は、これらの申し込みがなされた月の前月をもって、終了いたしますので、ご注意ください。また月月割の増額はありません。▪割賦代金は、購入時の端末代金（税込）を分割して月々お支払いいただきます。▪月月割は、端末購入時に契約
した、割賦代金の全部または一部を上限とした割引額を月々割引します。そのため、消費税率が変動しても、割賦代金および、月月割は変わりません。購入時の端末代金の分割支払金・チャリティホワイトなど月月割対象外のサービスがあります。
※3 48回割賦はお選びいただけません。

※1 購入2ヵ月目から25ヵ月目まで割引します。※2 月月割の金額は、新規契約・機種変更時にお申し込みされたプラン、
App Passの加入状況により変動します。通話基本プラン（2年契約／2年契約フリープラン）、通話定額プラン、通話定額
ライトプランを選択しデータ定額プラン未加入かつ家族データシェアの子回線でない場合や一部プランにおいて月月割
は適用されません。▪分割支払金や月月割額、料金プラン、ご利用金額はお客さまごとに異なります。▪端末購入時、
データ（パケット）定額サービス加入が条件となります。月月割終了までの間にデータ（パケット）定額サービスの変更や
解除をされますと、月月割の減額および割引が終了となる場合があります。また月月割の増額はありません。▪携帯電話
のご購入代金は一括でもお支払いいただけます。▪ユニバーサルサービス料が別途かかります。

データ定額 50GBプラス
通話基本プラン

割引後のご利用金額

携帯電話機
分割支払金

携帯電話機
分割支払金

月月割で通話／データ利用料の
税込総額から割引※2

24ヵ月間※1

■ 対象機種

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、Xperia XZ2、
AQUOS R2、HUAWEI Mate 10 Pro など

プログラム加入時の
対象機種

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、Xperia XZ2、
AQUOS R2、HUAWEI Mate 10 Pro など

機種変更対象機種
（指定機種）

▪最新の指定機種はソフトバンクホームページをご確認ください。



J-6 表示価格は特に断りがない限り税抜です記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

CAMPAIGN

おうち割 

日本語キャンペーン

［お申し込み］必要

【おうち割 光セット】※1 3G／4G ケータイは対象外。一部キャンペーンが適用中の場合、おうち割 光セット割引額が変更になる可能性があります。※2 2018年9月6日より新規受付を終了いたしました。※3 MM総研：「ブロードバンド回線事
業者の加入件数調査（2018年3月末時点）」固定ブロードバンド契約数・ISPシェアの調査において1位。▪対象固定通信サービスのお申し込み180日経過後も、固定通信サービスの契約成立が当社にて確認されない場合（180日経過以前にお
客さまによりキャンセルなどをされた場合も含む。固定通信サービスを提供会社都合で取り消しされた場合は除きます。）、固定通信サービスの契約状況を確認した前請求月末をもって割引は終了となり、それまでの割引額を増額分も含め、ス
マートフォン／ケータイ／タブレット／モバイルWi-Fiルーター回線のご利用料金に合算し請求させていただきます。▪固定通信サービスの開通確認前に、おうち割 光セットの解除条件に合致する場合、前請求月末または当該請求月末をもっ
て割引は終了となり、それまでの割引額をスマートフォン／ケータイ／タブレット／モバイルWi-Fiルーター回線のご利用料金に合算し請求させていただきます。▪スマホBB割、おうち割 光セット、おうち割 光セット（モバイルWi-Fiルーター特
典）を適用中、または過去に適用されたことがある場合には、割引期間を引き継ぎます。また、3年目以降の割引が適用中で、本キャンペーンに永年割引がない固定通信サービスでご加入の場合、割引が適用されません。▪固定通信サービス1
回線につき携帯電話回線（スマートフォン、ケータイ、タブレット、モバイルWi-Fiルーター）最大10回線まで適用。スマホBB割、おうち割 光セット、おうち割 光セット（モバイルWi-Fiルーター特典）の適用回線合算で最大10回線となります。▪本
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、当該回線への特典の適用を取り消します。【併用キャンペーンについて】▪家族データシェア、データシェアプラス（子回線）など一部のサービスやキャンペーン
は、本ページに掲載している割引が適用されません。▪Pocket WiFiセット割、新Wi-Fiセット割、おうち割 光セット（モバイルWi-Fiルーター特典）との併用はできません。▪家族おトク割と併用の場合、割引額が大きいほうを優先適用します。

ソフトバンクのおすすめインターネット

超高速おうち
インターネット

■ 月額3,800円（集合住宅）
　 月額5,200円（戸建て）▪2年自動更新時

■ 「フレッツ光」をご利用中なら手続きもカンタン

カンタン
おうちのWi-Fi

■ 月額4,880円 ▪2年自動更新時

■ データ容量制限なし！ Wi-Fiで家中ネットし放題

選ばれてインターネット会員数No.1

モバイルデータ通信

タブレット

iPhone

iPad

4Gスマートフォン

ケータイ

ネットやでんきとセットで使えば、スマホ代が割引されるおトクなサービス。

スマホ代が家族1人あたり

1,000円割引永年
毎月

▪対象固定通信サービスにより3年目以降の割引有無は異なります。
▪SoftBank 光で「おうち割 光セット」にお申し込みの場合、光BBユニットレンタル、Wi-Fiマルチパックおよび
　ホワイト光電話／光電話（Ｎ）＋BBフォン／BBフォンのいずれかのご加入が必要になります。
▪2018年1月17日以降にお申し込みの場合の割引金額です。

SoftBank Air

SoftBank 光 

スマホ インターネット 各サービスの割引額・割引期間は下記をご確認ください。

［データ定額 50GBプラス／データ定額ミニモンスターの場合］

● おうち割 光セット

データ定額 50GBプラス

データ定額ミニモンスター

対象料金サービス（モバイル通信） 割引額／月

データ定額 50GB ／20GB ／5GB※2

パケットし放題フラット for 4G LTE

パケットし放題フラット for 4G

パケットし放題フラット for スマートフォン

パケットし放題MAX for スマートフォン

パケットし放題フラット

パケットし放題フラット for シンプルスマホ

（iPad専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE

4G/LTEデータし放題フラット／4Gデータし放題フラット＋

（タブレット専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G

データ定額ミニ 2GB ／1GB※2

スマ放題／
スマ放題ライト

通話基本プラン

上記以外の
プラン※1

500円

500円

1,000円

1,000円

1,000円

■ 割引額について

SoftBank 光 （ファミリー・ライト含む）

SoftBank Air

Yahoo! BB ADSL

2年

SoftBank ブロードバンド ADSL
（エンジョイBB）

ケーブルライン

永年

ひかりdeトークS（ケーブルライン）

NURO 光 でんわ（ケーブルライン）

Yahoo! BB バリュープラン

ホワイトBB

対象固定通信サービス 割引期間

 適用条件 キャンペーン期間中におうち割 光セットの対象料金サービス（モバイル通信）と
対象固定通信サービスをセットでご利用のお客さま（固定通信サービスはご家族名義でも対象となります。）

※3



J-7 表示価格は特に断りがない限り税抜です記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

［お申し込み］必要
  ご入会は機種の購入

  （新規回線契約／機種変更）
  と同時にお申し込みの場合に
   限られます。

【あんしん保証パック with AppleCare Services】▪iPad向けはシステムメンテナンスのため受付を一時停止しています（2018年11月9日時点）。再開タイミングなど最新情報はソフトバンクホームページをご確認ください。※iPhone 6以降
が対象です。＊iPhone、iPadの修理時は、Apple Store、Apple正規サービスプロバイダ、ソフトバンクショップ（一部店舗）がご利用いただけます。3年目以降にApple StoreまたはApple正規サービスプロバイダで修理した際、上記の金額と異
なる場合があります。その場合、お客さま負担額と同等の期間固定Ｔポイントを付与いたします。▪「物損」による割引または「配送交換」ならびにAppleが提供する「エクスプレス交換サービス」利用も合わせて、サービス適用開始日から2年ごとに2
回までご利用いただけます（2年ごとに特典利用の履歴がリセットされます）。▪「盗難紛失での配送交換」はサービス適用開始日から2年ごとに1回までご利用いただけます（2年ごとに特典利用の履歴がリセットされます）。▪以下のサービスをご
利用いただいた方は、前回のご利用から6ヵ月間は同サービスをご利用いただけません。［全損・盗難・紛失］［修理受付終了機種割引］▪2018年11月9日時点の価格です。Appleが提供する修理内容、修理価格等が変更となった場合、本特典にて
提供する特典内容ならびに価格を変更する場合があります。▪本会への入会の申し込み後、当社がそれを承諾およびシステムに登録が完了する前に、AppleにてAppleCare+にご加入された場合は、本会への申し込みは無効とします。【期間固
定Ｔポイント】期間固定Ｔポイントの付与は、修理／交換品の引渡しから90日以内にお受け取り手続きが必要です。▪期間固定Ｔポイントの有効期限は180日です。▪「自然故障」で無償修理となった場合は、期間固定Ｔポイント付与の対象外です。
▪修理代金の割引が適用されない正規有償価格での修理の場合は、期間固定Ｔポイント付与の対象外です。▪修理の診断の結果、全損（壊滅的な破損）となる場合に限り、30,000円分を限度として期間固定Ｔポイントを付与いたします。▪配送交
換およびAppleが提供するエクスプレス交換サービスをご利用の場合は期間固定Ｔポイント付与の対象外です。▪期間固定Ｔポイント付与は修理代金（消費税分含む）のみとし、延滞料や技術料、アクセサリ購入費等は付与対象外です。▪法人契
約者は対象外です。▪期間固定Ｔポイント付与の申請には、Yahoo! JAPAN IDの登録やＴ会員規約へ同意などお手続きが必要です。

【あんしん保証パックプラス】▪2012年12月3日以前にあんしん保証パックに入会いただいたお客さまは、機種変更特割がご利用いただけます。☆ 機種・店舗により価格は異なります。※1 水濡れおよび全損が原因で発生した機種の故障修理代金
および外装破損は適用対象外です。※2 以下のサービスをご利用いただいた方は、前回のご利用から6ヵ月間は同サービスをご利用いただけません。○水濡れ・全損保証サービス　○配送交換サービス　○盗難・紛失保証サービス（ソフトバンクア
フターサービス、スーパー安心パックの盗難・全損保証サービス、あんしん保証パック with AppleCare Servicesの盗難紛失での配送交換）▪本サービスのご利用後6ヵ月以内に水濡れ・全損・盗難・紛失等された場合は、通常の機種変更となります。
※3 在庫状況により同一機種を選択できない場合、料金プランやオプションサービスの変更が必要な場合があります。※4 修理で外装交換が必要な場合は、破損保証サービスの修理代金が別途かかります。※5 修理の対象は本体のみです。「水濡
れ・全損」の判定は当社が行います。対象外と判断した場合は、未修理状態で返却する場合があります。※6 水濡れ／破損した携帯電話機は、データ復旧の成否にかかわらず廃棄処分します。▪「データ復旧をご依頼いただく（水濡れ／破損した）携帯
電話機」と「データ回復用の携帯電話機」の2台を約1週間お預けいただきます（代替機貸し出し可能）。iPadは対象外です。▪ご利用中の携帯電話機が水濡れした場合は電源を入れず、電池パックを本体から取り外してソフトバンクショップまでお持ち
ください。▪機種の状況によっては受付できない場合があります。※7 単体でもご加入いただけます［月額使用料：500円（ご加入月無料）］。※8 対象機種は2016年4月以降のスマートフォンとなります。※9 電池パックの在庫不足により、お届けが遅
れる場合があります。販売開始日から起算して3年を経過する提供対象機種は、ソフトバンク在庫分がなくなり次第、本サービスの対象外とさせていただきます。※10 電池パックのお申し込み期間は無料提供の権利発生後、1年間です。お申し込み受
付後、請求書送付先住所、契約者住所、任意の配送先のいずれかに送付します。電池パックが付属されていない機種（一部のデータ通信端末など）は適用対象外です。【水濡れ・全損保証サービス】▪全損・水濡れした機種は店頭にて回収します。▪水
濡れ・全損保証サービスまたは盗難・紛失保証サービスに基づき機種の交換を行った場合、旧機種の通信サービスの利用を制限します。【盗難・紛失保証サービス】▪信憑書類（盗難届・紛失届等）の提出が必要です。

■ その他のサービス

● メモリーデータ復旧サポート※6　● ケータイなんでもサポート※7　● 盗難紛失での配送交換　● 修理受付終了機種割引
•その他、2年間に限りAppleが提供するテクニカルサポートおよびエクスプレス交換サービスもご利用いただけます。

■ その他のサービス

● メモリーデータ復旧サポート※6　● オンライン修理受付 割引サービス　● オンライン修理受付 割引サービス　● 盗難・紛失保証サービス※2※3

● 電池パック無料サービス※9※10 または 内蔵型バッテリー交換修理割引サービス　● 修理受付終了機種割引
•ケータイ／タブレット／モバイルデータ通信をご利用の方は「あんしん保証パック」（月額使用料：500円、ケータイなんでもサポートなし）もご用意しています。

OPTIONAL SERVICES

保証サービス

日本語オプションサービス

モバイルデータ通信

タブレット

4Gスマートフォン

ケータイ

iPhone

iPad

iPhoneをご利用の方

● あんしん保証パック ［月額使用料］ iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone X :1,160円／月、その他のiPhone※ :830円／月
その他のiPad※ :700円／月

または

自然故障＊

無 料

自然故障・
電池消耗による修理

全額分期間固定
Ｔポイント★付与
全額分期間固定
Ｔポイント★付与

画面修理＊

液晶画面の破損による修理

全額分期間固定
Ｔポイント★付与
全額分期間固定
Ｔポイント★付与
全損の場合は除く。 ポイント付与対象外です。

その他修理＊

水濡れ・破損、その他の修理

配送交換
1～2日を目安に交換機をお届け

物損（過失や事故による故障） ご加入中はずっとあんしん！
2年間はAppleCare Servicesによって、
3年目以降もソフトバンクによって保証が
続きます。

1年目 2年目
3年目以降も
ずっと安心!

（保証期間）

全額分期間固定
Ｔポイント★付与
全額分期間固定
Ｔポイント★付与■ 修理代金は全額分期間固定Ｔポイント★を付与　このマークのサービスが対象！ ➡ ★ Yahoo!ショッピングなど所定のYahoo! JAPANサービス、LOHACO、GYAO!のみで

ご利用できます。付与日・有効期限等が通常Ｔポイントと異なります。

● あんしん保証パックプラス

4G スマートフォン／ケータイ／タブレット／モバイルデータ通信をご利用の方

［月額使用料］ 650円／月

交 換 ケータイなんでもサポート※7

0800-111-7638
［通話料：無料／受付時間：9：00～20：00（年中無休）］

修 理

故障保証※1

サービス
無 料

さまざまなトラブルの修理を特別料金で 1～2日を目安に交換機をお届け
（離島、一部地域を除く）

あらゆるケータイトラブルをサポート

水濡れ・全損保証
サービス※2※3※4※5 5,000円

破損保証
サービス 1,500円

同一機種か当社指定機種へ

会員価格☆で機種変更または

配送交換※2※3

7,500円

（故障保証サービス・破損保証サービスの場合）

4G スマートフォンのみ※8

新品
同等

with AppleCare Services

3,400円iPhoneiPhone

4,400円iPadiPad
（
税
込
）

11,800円iPhoneiPhone

4,400円iPadiPad
（
税
込
）

11,800円iPhoneiPhone

4,400円iPadiPad
（
税
込
）



迷惑電話ブロック

J-8 表示価格は特に断りがない限り税抜です記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

［お申し込み］必要
  ご入会は機種の購入

  （新規回線契約／機種変更）
  と同時にお申し込みの場合に
   限られます。※1

【iPhone基本パック】【スマートフォン基本パック】▪端末によってはご利用できないものがあります。▪ご利用状況により月額使用料とは別に通信料が発生します。※1 USIM単体契約と同時にお申し込みの場合もご加入が可能です。
※2 機種変更時に次のサービスから変更または継続する場合は対象外です。［iPhone基本パック、スマートフォン基本パック、ケータイ基本パック、ケータイ基本パック for 4G ケータイ、あんしんファミリーケータイ基本パック］無料期
間終了後は月額使用料500円がかかります。1ヵ月無料特典期間は、お申し込み日から起算して翌月のお申し込み日の前日までになります。※3 危険なメールを検知する機能はiOS11.0以降対応です。※4 App内課金となります。※5 
文字で表示された内容は、実際の留守番電話メッセージ（音声）の内容と一致しない場合があります。【留守番電話プラス】▪通話基本プラン／スマ放題／スマ放題ライトにて留守番電話サービスをご利用いただくには、「基本パック」ま
たは「留守番電話プラス」へのお申し込みが必要です。【位置ナビ】▪被検索は対象機種に限ります。▪譲渡・承継時には、譲渡・承継元のお客さまの位置ナビに関する設定はすべて解除されます。

OPTIONAL SERVICES

セキュリティサービス

日本語オプションサービス

ケータイ

タブレット

iPhone

4Gスマートフォン

迷惑電話ブロック セキュリティチェッカー Internet Sagiwall

公衆Wi-Fi利用時の危険を監視

個人情報漏れを防ぐ

専用アプリ
通常350円／月
（税込）※4

インターネット利用時にネット詐欺など

危険なサイトから守る

専用アプリ
通常120円／月
（税込）※4

● iPhone基本パック

● スマートフォン基本パック

スマートセキュリティ
powered by Mc Afee ®

アプリや添付ファイルに潜む

ウイルスをブロック

専用アプリ
［通常300円／月］

留守番電話プラス

新たにご加入で1ヵ月無料※2

1,600円／月 ➡

悪質セールスや詐欺メールなど

危険な電話・メールを検知※3

■ その他のサービス

● 紛失ケータイ捜索サービス［iPhone基本パックの限定サービス］
● 留守番電話プラス［通常300円／月］　
● 位置ナビ［通常200円／月］［検索利用料5円／回］
● みまもりマップ 　　　　　
● 割込通話［通常200円／月］　　　
● グループ通話［通常200円／月］　　　
● 一定額ストップサービス［通常100円／月］

は、専用ページからかんたんにインストールできます。

専用アプリ

専用アプリ

一括設定が
完了している場合
基本パックアイコン
をタップ。

一括設定が
完了していない場合
QRコードから
アクセス。

■ その他のサービス

● Internet SagiWall
● 紛失ケータイ捜索サービス［スマートフォン基本パックの限定サービス］
● 位置ナビ［通常200円／月］［検索利用料5円／回］　
● みまもりマップ 
● 安心遠隔ロック［スマートフォン基本パックの限定サービス］★
● 割込通話［通常200円／月］　　
● グループ通話［通常200円／月］★
● 一定額ストップサービス［通常100円／月］
• タブレットの保証には「あんしんセキュリティセット」をご用意しています。

専用アプリ

専用アプリ は、専用ページからかんたんにインストールできます。専用アプリ

update

プリインストール
された基本パック
アイコンをタップ。

プリインストール
アイコンがない場合
QRコードから
アクセス。

新たにご加入で1ヵ月無料※2

1,735円／月 ➡ ［月額使用料］ 500円／月

［月額使用料］ 500円／月

留守番電話メッセージを

文字でも読めて便利に※5

専用アプリ
［通常300円／月］

悪質セールスや振り込め詐欺など

危険な電話・メールを検知

専用アプリ
［通常300円／月］

警察から提供された
迷惑電話番号を使っ
て照合しています。

専用アプリ
［通常300円／月］

警察から提供された
迷惑電話番号を使っ
て照合しています。

Nexus 6P、Android One S3 をご利用のお客さまは、
★のサービスはご利用できません。

おすすめ

おすすめ



J-9 国際サービス料金は特に断りがない限り課税対象外です記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

☆世界対応ケータイ（GSMと3Gの両方のネットワークがご利用になれる携帯電話）の場合。
▪世界対応ケータイ（3Gエリア専用）は、アメリカ・カナダなどでご利用いただけません。
▪対応機種はソフトバンクホームページをご覧ください。▪世界対応ケータイサービス非対応の機種の場合、USIMカードを世界対応ケータイ対応機種へ差し替えることで海外でも
　日本国内でご利用の電話番号とメールアドレスがご利用いただけます（iPhoneを除く）。

日本人の渡航先の99.8%以上☆をカバー！
ご利用中のソフトバンク携帯電話が

世界各国の地域で使える

海外でのご利用分、ソフトバンク国際電話・国際SMSは国内の料金プランおよび無料通信・各種定（パケットし放題
などの定額サービスを含む）・割引サービス（月月割を除く）の対象外となります（アメリカ放題適用時を除く）。

LTE国際ローミングは
121の国・地域でご利用可能

アメリカ放題や
海外パケットし放題でも
超高速通信が可能に！

アメリカ放題

【国際電話】▪相手につながらない場合も、現地通信事業者の事情等によっては、通話料が発生する場合があります。【国際SMS】※ 送信文字数に応じて料金が異なります［1通あたり100～1,000円（全角70～670字相当）］。
▪送信先の携帯電話事業者または機種により、送信できる容量が異なります。▪相手先にSMSが届かない際にも課金される場合があります。▪送信先の通信事業者の都合により、国際SMSを送信できない場合があります。

【渡航先での通話料・通信料】▪以下の場合は通話料、通信料が発生いたします。◯海外での着信・応答（着信料金が必要）　◯iPhoneでのSMS送信（70文字を超える場合、134文字までは2通分、それ以降は67文字ごとに1通分の通信料
がかかります）▪海外でコンテンツをダウンロードした場合、通信料が高額となりますのでご注意ください。▪相手につながらない際も、海外の通信事業者の事情などによっては通話料が発生する場合があります。▪海外からウェブをご利用
の場合、海外ネットワークの状況によりダウンロードやストリーミング再生が正常に行えない場合があります。▪機種によってS!メール（MMS）を自動で「全文受信」するよう初期設定されているものがあります。通信料が高額となることがあ
りますので、必要なメールのみ続きを受信する「手動受信」へ設定の変更をお願いいたします。iPhoneのMMSは自動で全文受信を行います。通信料が高額となることがありますので、「MMSメッセージ」の設定変更（オン／オフ）をお願い
します。▪アプリケーション等が自動的に通信を行い、意図しない通信料が発生する場合があります。データ通信を利用しない場合は［モバイルデータ通信］をオフにしてください。【アメリカ放題】※1 アラスカ州・モンタナ州の一部地域・グア
ム・サイパンなどを除きます。※2 スプリントネットワーク以外でのご利用は、世界対応ケータイの通話料／通信料がかかります。「Sprint」に接続していることをご確認のうえ、ご利用ください。▪スプリントには、［キャリア］が［自動］の場合に
のみ接続されます。ネットワークの状況等により、スプリントに接続できない場合があります。▪キャンペーン終了時期はソフトバンクホームページにてお知らせします。また、キャンペーン内容を予告なく変更する場合がありますので、最新
の情報はソフトバンクホームページをご確認ください。▪日本とアメリカ放題対象エリア以外への通話は対象外です。

海外パケットし放題

INTERNATIONAL SERVICE

［お申し込み］必要

［お申し込み］不要
［ウェブ使用料］ 必須

［サービス利用料］無料（通常980円／月） 
［お申し込み］サービス開始記念キャンペーン中は不要☆

世界対応ケータイ

日本語国際サービス

お申し込み不要、データローミングをオンにするだけ

海外でもメール、ウェブが定額料上限2,980円／日で楽しめて安心！

25MBまで

25MB以上

0円～51,199円

51,200円～

適用前iPhone、iPad、スマートフォン、4G ケータイ

ご利用バイト数（最大） 海外パケットし放題

適用後

0円～1,980円／日

2,980円／日

これ1つでラクラク設定できる、サポートアプリ
［対象機種］
iPhone、iPad、スマートフォン
［価格］無料
（アプリのダウンロードには通信料がかかります。）

［ウェブ使用料］必須

アメリカ国内
アメリカへ渡航中に
スプリントネットワークで
対応機種をご利用のお客さま

アメリカ国内
アメリカへ渡航中の
日本各社の携帯電話を
ご利用のお客さま

日本
日本各社の
携帯電話／固定電話を
ご利用のお客さま

アメリカ国内
アメリカの携帯電話／
固定電話を
ご利用のお客さま

その他の国
日本とアメリカ以外の国や
地域の携帯電話／固定電話を
ご利用のお客さま

● 対応機種　 iPhone／ iPad ／スマホ／ケータイ／タブレット／モバイルデータ通信

● 対象エリア　 アメリカ本土、ハワイ、プエルトリコ、バージン諸島（アメリカ領）※1　● 対応機種　iPhone 6 以降のiPhone／iPad Air 2 以降のiPad

● 海外パケットし放題アプリ
● 料金　  渡航先の現地時間ではなく、日本時間（0：00～23：59）の1日を基準に課金されます。

日本からアメリカの携帯電話・固定電話への発信は、「アメリカ放題」の対象ではありません。

［お申し込み］不要
［月額使用料］無料国際電話・国際SMS

日本国内から海外へ電話をかけたり、SMSを送ることができます。

39円／30秒

● 日本から海外へ国際電話をかける場合の通話料

100円※／通

● 日本から海外へ国際メール（SMS）を送る場合の送信料

通話・
メール無料

※2 通話・
メール無料

※2

通話 210円／分

メール無料※2

通話・
メール無料

※2

アメリカからアメリカ国内 、日本宛の通話やSMS、データ通信が無料    で利用できる！※2※1

日本からアメリカの携帯電話・
固定電話にかけた場合

日本から海外の通信事業者の
携帯電話に送る場合（全角70字相当）

海外でのご利用分、ソフトバンク国際電話・国際SMSは国内の料金プランおよび無料通信・各種定額（パケットし放題などの定額サービス含む）・割引サービス（月月割を除く）の対象外となります（アメリカ放題適用時を除く）。



日本語

J-10 表示価格は税抜です記載の料金・割引サービスの詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。（日本語のみ対応）

INFORMATION インフォメーション

STEP 1
現在契約している携帯電話会社に番号ポータビリティ（MNP）を申し込む。
今お使いの携帯電話会社の番号ポータビリティ（MNP）予約窓口にご連絡いただき、「MNP予約番号」をお受け取りください。
下記の携帯電話会社以外の携帯電話会社の番号ポータビリティ（MNP）予約番号窓口は各社ホームページをご確認ください。

受付時間 9：00～21：30

My docomo から

ログイン ▶
ドコモオンライン手続き ▶

受付時間 9：00～21：30

EZ webから

TOP ▶ 
auお客さまサポート ▶
申し込む／変更する▶

（携帯電話）

受付時間 9：00～21：30

からMy Y!mobile

TOP ▶ 契約内容の確認・変更 ▶
携帯電話ポータビリティ（MNP）
予約関連手続き ▶

（スマートフォン・パソコン）
（https://my.ymobile.jp/muc/d/top）

My Y!mobileから

TOP ▶ 
料金・各種申込 ▶

MNP予約 ▶ 
MNP予約申込 ▶

（携帯電話）

携帯電話・
一般電話から

ウェブから

NTT docomo au／沖縄セルラー ワイモバイル★

一般電話から 0120-800-000

151
NTTドコモの携帯電話から

受付時間 9：00～20：00

0077-75470

受付時間 9：00～20：00

一般電話から 0120-921-156

116
ワイモバイルの電話から

受付時間 9：00～20：00

STEP 2
「MNP予約番号※」「現在契約している携帯電話の請求書」を持って、ソフトバンク取扱店、ソフトバンクオンラインショップへ。
お申し込みの際に必要なものは、J-12の「お申し込みの際にご用意いただくもの」欄をご参照ください。

★ワイモバイルPHS（Dual PHS含む）からソフトバンクへの番号移行の場合、ワイモバイルのメールアドレスをソフトバンクへ引き継ぐことが可能です。2014年7月31日以前に旧イー・モバイルにてご加入のお客さまはソフトバンクホー
ムページをご確認ください。※「MNP予約番号」の有効期限は予約当日を含め、15日間です。【番号ポータビリティ（MNP）ご利用時の注意点】▪現在契約している携帯電話会社が発行したメールアドレスは引き継ぎできません。▪現
在契約している携帯電話会社が提供しているサービス（料金プラン・割引サービスなど）は解約とともに終了となります。▪コンテンツプロバイダが提供しているコンテンツや電子マネーなどは引き継ぎできない場合があります。▪年間
契約などの割引サービスを契約している場合は、解約に伴い、別途費用が発生する場合があります。▪変更後の携帯電話会社から発売されている携帯電話が必要になります。▪お客さまの契約状態などによっては、電話や携帯Webで
の予約ができない場合があります（番号ポータビリティ（MNP）予約の条件は各社の規定によります）。▪MNP転出には、3,000円のMNP転出手数料が必要です［携帯電話のご購入を伴わないご契約、シンプルスタイル、スマート一括
契約、みまもりケータイの契約にて新規で加入の場合、契約後翌々請求月末（シンプルスタイルは契約後翌々月末）までのMNP転出については5,000円］。

番号ポータビリティ（MNP）に
関するお問い合わせ

■ 取り組み①
警察機関と連携し、本人確認を強化しています。
［本人確認書類原本による審査］契約にお時間をいただく場合があります。
［警察機関などへの情報提供］より確実な本人確認を行うため、契約受付時に提示された運転免許証など
の記載内容について確認が必要な場合、それらの情報を警察機関などに提供する場合があります。

▪契約者本人確認書類を偽造・改ざんしたり、これらの書類を携帯電話の申し込みに使用することや、他人
の名義で勝手に申し込みをした場合は、文書偽造罪（刑法第155条）や詐欺罪（刑法第246条）に触れる行為
となります。▪携帯電話申込時の本人特定事項（氏名・住所・生年月日）の虚偽申告や、自己名義携帯電話の
無断譲渡、他人名義携帯電話の譲渡・譲受は、携帯電話不正利用防止法に違反する行為となります。

ソフトバンク株式会社・警察庁・都道府県警察

■ 取り組み②
携帯電話機／データ通信端末の3G通信サービス／4G LTE ／4G通信サービスの利用制限を行う場合があります。
偽造書類等を利用して不正契約された携帯電話機／データ通信端末が「振り込め詐欺」等の犯罪に利用されることを防止する
ため、以下の項目に該当する携帯電話機／データ通信端末を用いた3G通信サービス／4G LTE／4G通信サービスの利用を制
限する場合があります。
①窃盗（盗難）や詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為（携帯電話不正利用防止法違反、文書偽造等）により不正に取得された場合 ②申込書の記入内容（氏名・住所・
生年月日等）に虚偽の事項が含まれている場合 ③契約申込書に記入された連絡先に対し当社からの請求書等の郵便物が届かない場合 ④代金債務（立替払による分割支払
金債務を含む）の履行がなされていない、またその恐れが高い場合および、各種あんしん保証パックサービスにご加入の携帯電話機で、水濡れ・全損保証サービスまたは盗
難・紛失保証サービスの対象となった旧携帯電話機（ソフトバンクショップにて回収したものも含む）▪正規取扱店以外（オークションや中古市場等）で購入された携帯電話機
には、不正に取得されたものが含まれていることがあり、利用制限の対象となる場合があります。利用制限が実施された携帯電話機の利用制限解除はいたしませんのでご注
意ください。

お客さまに高品質なサービスの提供を保証するため

※認証登録範囲に準ずる。 FS88187/ISO9001:2015

ユニバーサルサービス制度の開始に伴い、ソフトバンク携帯電話を
ご利用いただいているお客さまに、「ユニバーサルサービス料」の負
担をお願いしています。

ISO9001：2015（QMS）の認証取得
当社は、携帯電話機器※の市場品質管理において、品質マネジ
メントの国際規格であるISO9001の認証を取得し、継続的な
品質改善活動を行っています。

「ユニバーサルサービス料」について

番号そのままでソフトバンクに乗り換える

携帯電話の不正契約防止について

アクセス

詳細や携帯電話機の
ネットワーク利用制限
確認はこちら

www.softbank.jp/mobile/
support/3g/restriction/

▪ユニバーサルサービス制度とは、NTT東日本・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です。▪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回の見直しが行われるため、その内容に応じてお客さま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、ご負担額（ユニバーサルサービス料）など、当制度の詳細は、ソフトバンクホームページをご
確認ください。

番号ポータビリティ（MNP）お問い合わせ窓口（無料）［受付時間］9：00～20：00
ソフトバンク携帯電話から：＊5533　一般電話から：0800-100-5533 ▪電話番号はお間違いのないようおかけください。



J-11

LTEサービスの拡大および一部3Gサービスの終了について
周波数の有効利用による安定した品質かつ快適な通信サービス提供のため、1.7GHz帯におけるLTEサービスの拡大を順次実施します。1.7GHz帯 3Gサービスにつきましては、2018年1月
末日（2018年2月1日 午前0時）にサービス提供を終了しました。 詳細はこちら ▶ http://www.softbank.jp/mobile/network/1500-1700mhz/

INFORMATION 日本語インフォメーション

■ パケットのご利用制限について ▪本内容は予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
1. 通信品質およびネットワーク利用の公平性確保のために、データ（パケット）定額サービスに加入し一定期間に大量の通信をご利用される一部のお客さまに対して、通信速度の制御を実施する場合があります。なお、通信の切断は行いません。

2. お客さまへよりよいネットワーク品質を提供するため通信毎にトラヒック情報の収集、分析、蓄積を行います。また、以下の通信において、通信の制御を行う場合があります。

■ アフターサービスについて
▪保証：お買い上げになった携帯電話機本体・充電器類には、保証書がついています。保証書の「お買い上げ日」と、「取扱店」の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管してください。▪保証期間：お買い上げ日より1年間（レンタ
ル契約の場合には保証書はついていません）。▪お買い上げ品：取扱上の問題がない場合は、保証期間内の故障に限り、無償で修理します。保証期間を経過したものの修理は、すべて有償です。

■ コンテンツの利用について
▪2010年12月1日より、一定期間内に高額または高頻度のコンテンツ情報料課金が発生した場合には、新規コンテンツ購入を制限させていただくことがあります。契約約款の定めにしたがってお客さまの3G通信サービス／4G LTE／4G通信サー
ビスについて利用停止または利用の一時中断の措置がとられた場合には、当社の定める期間の経過によりご利用中の情報サービスに対するコンテンツ情報料の課金・請求は停止いたします。なお、利用停止解除後に当該情報サービスを継続してご
利用される場合、当該情報サービスに対して再度利用手続きが必要になります。その際、情報サービスによっては、利用停止以前にコンテンツパートナーのサーバに登録された情報が失われる場合があります。

■ ソフトバンクUSIMカードについて
▪USIMカードは、電話番号などを記録したICチップで、ご利用料金のご請求はUSIMカードの電話番号に対して行われます。USIMカードは、別の携帯電話に差し込んでも利用可能なので、携帯電話（USIMカード差し込み済）を盗難・紛失された場合
、携帯電話のタイプ（国内専用／世界対応ケータイ）にかかわらず速やかに「紛失・故障受付」にご連絡して、緊急利用停止のお手続きを必ず行ってください。▪機種により、USIMカードに記憶可能な情報は異なります。機種変更などにより、USIMカ
ードを別の携帯電話に差し替えた場合、USIMカード上の電話帳を正しく表示できない場合があります。▪USIMカードの所有権は当社に帰属します。解約などの際は、当社にご返却ください。

■ データ（パケット）定額サービスをご利用の場合でも、定額の対象外となる通信がありますのでご注意ください。
【定額の対象外となる通信】▪一部機種（705NKなど）の機能を利用した場合　▪パソコンなどに携帯電話をUSBケーブルなどで接続した場合　▪アクセスインターネットでのパケット通信　▪ソフトバンクコネクトカードを利用するモバイル
データ通信　▪海外でのご利用分（アメリカ放題適用時を除く）　▪国際SMS　▪国際S!メール（MMS）　▪SMS　▪通話　▪TVコール通信
▪パケット通信料が高額になる可能性があることを月途中でお客さまにご確認いただくため、当社の定めた金額を超えた場合にお知らせメール（SMS）をお送りいたします。

■ あんしんしてご利用いただくために
◎車両の運転中は、交通事故の原因となりますので携帯電話を使用しないでください。◎病院、研究所など携帯電話の使用が禁止されている場所では、医療機器などに影響をおよぼす場合がありますので電源をお切りください。
◎混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。◎電車の中では、周りの方のご迷惑にならないよう、ご注意ください。新幹線の中ではデッキなど迷惑にならない場所まで移動して使用してください。◎レストランなどの静かな場所では、声
の大きさに注意しましょう。【心臓ペースメーカなどをご使用の方へ】植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカなどの装着部位から15cm以上離して携行・使用してください。自動電源ON ／ OFF
機能のある機種については、特にご注意ください。【携帯電話、PHS事業者間でのお客さま情報の交換について】契約解除後に料金未払いのあるお客さま、迷惑メールなど送信行為により利用停止措置を受けたお客さま、警察要望に基づく本人確
認に応じていただけず利用停止措置を受けたお客さまの情報を携帯電話、PHS事業者間で交換します。その情報は契約お申し込み受付時の加入審査に利用しますので、状況によってお申し込みをお受けできないことがあります。【個人情報の利用
に関する規定】ソフトバンク株式会社（以下「当社」とします）は、「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」を踏まえ、当社が収集し利用するすべての個人情報をその対象として、個人情報の利用・取り扱いに関する指針（以下「プライ
バシーポリシー」とします）を定め、公開しています。当社は、このプライバシーポリシーを遵守すると共に、お客さまの情報をはじめとするすべての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言します。詳細は、ソフトバンクホームページをご確
認ください。

■ 端末のご利用について
▪水、汗、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所での使用や、設置はしないでください。故障、火災、感電などの原因となることがあります。以下の場合は水濡れ故障の原因となることがありますのでご注意ください。・ポケットに入れて汗で濡れた場合。
・濡れた手で操作した場合。・雨の中で操作した場合。・湿ったものと一緒にバッグに入れた場合。・濡れたテーブルに置いた場合。・濡れる可能性が高い所で使用した場合（レジャー・入浴など）。・トイレに落とした場合。・水たまり、川などに落とした場合。
・洗濯機に入れた場合。・お風呂に落とした場合。▪ソフトバンク携帯電話は電波を利用しているため、サービスエリア内であっても電波の届かない所（トンネル・地下・山間部など）では発着信できません。また屋内・ビル陰・窪地やカバンの中など電波
状況の悪い所では発着信できないことがあります。通話中にこのような場所へ移動しますと、途中で通話が途切れることがあります。▪ソフトバンク携帯電話はデジタル方式の特性として、電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けま
す。したがって、通話中、この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることもあります。▪ソフトバンク携帯電話は高い秘話性を有していますが、電波を利用している関係上、盗聴される可能性がまったくないとはいえません。十分留意してご使用く
ださい。▪補聴器とソフトバンク携帯電話を同時にご使用になると、雑音が入る場合があります。▪ソフトバンク携帯電話をテレビ、ラジオ、電話機の近くやカーオーディオの近くでお使いになると、影響（ノイズ）を与えることがありますのでご注意く
ださい。▪商品の故障、誤動作、または電池切れなどの外部要因により、通話などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的補償については、当社は一切その責任を負いかねます。▪スマートフォンはパソコンに近い製品となって
おります。ご使用中、動作が異常に遅かったり画面がフリーズする等、故障と思われる事象が発生した際は電源入れ直しや、復元／工場出荷状態に戻すことにより解消する場合がありますのでお試しください。予期せぬトラブル等で大切なデータを
失わないためにも定期的なデータバックアップをお勧めいたします。▪お客さまご自身でソフトバンク携帯電話、USIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管ください。万が一、登録された情報内容が消失しても、当社では責
任を負いかねます。▪お客さまのご都合により解約された場合、契約事務手数料やお買い上げ品代金等は、お返しできません。

ご利用上の注意

■ 充電について ▪取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

充電端子部が濡れた状態、
異物が入った状態で充電しない

熱がこもる場所での充電や、
長時間の使用をしない

充電端子部が
曲がった状態で充電しない

キケン！
水ぬれ充電

誤った使用方法をされますと、常な発熱・焼損、
けが等、思わぬ事故の原因となり大変危険です。

＜SoftBank 4G ／SoftBank 4GLTEのデータ（パケット）定額サービス・料金プランでの通信制御実施条件＞

▪上記内容および対象のデータ（パケット）定額サービス・料金プランは変更される場合があります。【モバイルデータ通信用プランサブエリア以外の場合】オンライン料金案内、または書面での請求書にてご確認いただけます。該当月の請求書
の「通信料 パケット」欄の内訳に記載されているパケット数の合計（ただし、「ケータイWi-Fi」のパケット数を除く）が、各データ（パケット）定額サービスごとに上記のパケット数以上の方が対象となる場合があります。
【モバイルデータ通信用プランサブエリアの場合】次の目安をご参考ください。動画閲覧（1024Kbps、5分）の場合およそ30万パケット（38MB）、音楽データ（128Kbps、4分）の場合およそ3万パケット（約3.8MB）
【シンプルスタイル専用パケット定額サービス】▪3G通信サービスの利用を前提とします。▪月間とは、パケット定額サービスの各プランの申し込み時期に関わらず、暦月の1日～月末までをさします。▪月間パケット通信量は、プランの種別に
関わらず、月間の累積パケット数となります。▪実施期間の前月月初に通信制御対象のお客さまに対し、SMSにてお知らせいたします。

※ 2013年9月19日までにiPhone 5を購入し、4G LTE定額プログラム（7GBを超えた場合の通信速度制限なし）をご利用いただいている方が対象です。また、当該回線がテザリングオプション解除後に通信速度制限なしでご利用いただいている場合も対象です。

＜3G データ（パケット）定額サービス・料金プランでの通信制御実施条件＞

▪上記コンテンツ・サービスなどをご利用の際、通信速度の制御や各種ファイルの最適化を行う場合があります（最適化されたデータの復元はできない場合があります）。なお、通信の切断は行いません。▪その他パケット通信時に、最適化した
ファイルを機種側で復元できるなど、お客さまの通信に影響がない場合には、各種ファイルの最適化を行う場合があります。▪パケット通信時に、コンテンツ上に表示されない部分のデータなどにつきましては、通常の視聴・閲覧に影響のない
範囲でダウンロードの際に省略する場合があります。なお、省略されたデータは復元できません。▪パケット通信以外の通信（ソフトバンクが提供する音声通話やTVコール、Wi-Fi通信など）は制御対象となりません。

＜ご利用の際に制御することがあるコンテンツ・サービス＞

データ定額 50GBプラス 一定期間内に著しく大量の通信を継続的に行い、機械的な通信と当社が判断した場合は、通信速度を制限することがあります。

料金プラン 説明

パケットし放題フラット for 4G LTE※ 過去3日間で約3GB以上 約3GB以上ご利用いただいた当日の午前6時から24時間

料金プラン データ（パケット）通信量 制御期間

データ定額（3G スマホ）、PCサイトブラウザ（PCメール含む）、PCサイトダイ
レクト（Xシリーズ専用）、パケット放題フラット、パケットし放題フラット for ス
マートフォン、シンプルスタイル専用パケット定額サービス（2日プラン／7日
プラン／30日プラン）、その他各種データ（パケット）定額サービス

データし放題、データし放題 for ULTRA SPEED、データし放題フラット for 
ULTRA SPEED

過去3日間で約3GB以上 約3GB以上ご利用いただいた当日の午前6時から24時間

データし放題サブ回線：24時間ごとのデータ通信量が約366MB以上 当日午後9時から翌日午前2時まで

料金プラン データ（パケット）通信量 制御期間

対象 説明

VoIP（Voice over Internet Protocol）を利用する通信

大量のデータ通信、または長時間接続を伴うパケット通信

音声通話やテレビ電話などをパケット信号に変換し、データ通信にて実現するサービス

動画、画像などの一部 MPEG、AVI、MOV形式などの動画ファイル、BMP、JPEG、GIF形式などの画像ファイル

動画閲覧、高画質画像閲覧、長時間接続を伴うサイト、アプリなど

■携帯電話機の取り扱いについて
▪携帯電話機や電池パックをカバンの中などに入れて携帯される場合、一緒に鍵・ライター・ネックレスなどの金属物を入れるとバッテリーの端子に接触してショートし、バッテリーが壊れたり金属物が高温になること
があり非常に危険です。専用ケースに入れるか、金属物と一緒に入れないなど十分ご注意ください。▪分解や改造はしないでください。発熱・発火・破損の原因となります。▪専用の電池パックや充電器などのオプシ
ョン品を使用してください。指定のオプション品以外を使用すると、発熱・発火や故障の原因となります。▪故障したら使用を止め、すぐ修理にお出しください。▪携帯電話機使用中または充電中に、煙が出たり異臭が
した場合はただちに使用を中止し、「紛失・故障受付」までお電話ください（ソフトバンク携帯電話から：113、一般電話から：0800-919-0113）。

あぶない！
充電への衝撃



本人確認書類
2 法定代理人

（親権者さまなど）
の本人確認書類
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下記　～　のいずれかA F

▪譲渡承継手続きを行う場合には、当社（ご加入の携帯音声通信事業者）の承認が必要です。▪ご加入の携帯音声通信事業者の承認のない譲渡承継手続きは、「携帯電話不正利用防止法」で禁止されており、罰則が適用されます。
▪ご契約の際、預託金［1契約につき10万円（課税対象外）以内・無利子］をお預かりする場合があります。なお、ご契約の解除により預託金を返還する際、お支払いいただく料金がある場合は、それに充当します。▪いただいた証明書類について、発行元に内容
の確認をとらせていただく場合があります。▪契約申込書のご記入内容（氏名、住所、連絡先等）に虚偽の記入があった場合、または契約申込書のご記入内容の不備等により当社からの請求書等の郵便物が届かない場合は、ご利用の停止およびご契約の解除
をさせていただく場合があります。▪ご記入いただいた連絡先、もしくはご契約先に、ご確認の連絡をとらせていただく場合があります。▪お申し込みから口座振替手続き完了まで、約1～2ヵ月かかります。その間はお手数ですが、請求書添付の振込用紙にて、
請求書裏面記載の金融機関またはコンビニエンスストア、郵便局の窓口でお支払いください。▪当社では、窃盗（盗難）や詐欺などの犯罪行為その他法令に違反する行為（携帯電話不正利用防止法違反、文書偽造など）により不正に取得された携帯電話機／
データ通信端末、または代金債務（立替払による分割支払金債務を含む）の履行がなされていないもしくはそのおそれが高い携帯電話機／データ通信端末を用いた3G通信サービス／4G LTE ／4G通信サービスの利用を制限させていただくことがありま
す。▪審査内容により、3G通信サービス契約／4G LTE ／4G通信サービス契約／衛星電話および割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約をお受けできない場合があります。▪割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約は3G通信サービス契
約／4G LTE ／4G通信サービス契約／衛星電話、1携帯電話番号あたり3契約までに限ります。なお、割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約が3契約未満であっても審査内容により新たな割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約のお申し込
みをお受けできない場合があります。▪使用者の情報を確認するため、任意で使用者情報（氏名・性別・生年月日）を提供いただきますようご協力お願いします。▪掲載内容は2018年11月5日現在のものです。内容については変更する場合があります。

割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約（個品割賦購入あっせん契約）をお申し込みされたお客さまへ
携帯電話機を割賦契約されたお客さまにおきまして、指定／個人信用情報機関にお支払い状況を登録いたします（滞納情報も含む）。詳細は、ソフトバンクホームページをご確認ください。
▪信用情報機関に支払遅延情報等がある場合、他のクレジット契約ができないことがあります。また、支払遅延情報は、完済後も5年間は信用情報機関に記録が残り、他の加盟会員が審査のため利用できます。【支払名義人がご契約者と異なる場合
のご注意　※ご契約者／お支払者ともにご確認ください。】▪信用情報機関への照会・登録の対象は、支払名義人ではなく、ご契約者の情報です。ご契約者が未成年で支払名義人の親権者が滞納された場合も、未成年のご契約者の滞納として扱わ
れます。▪回線契約解約後も電話料金とは別に割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約（個品割賦購入あっせん契約）に基づく月々の割賦代金の支払いは発生します。
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お申し込みの際にご用意いただくもの

INFORMATION 日本語インフォメーション

新規ご加入の際は、機種代金以外に事務手数料：3,000円が必要です。ご利用料金と合算請求させていただきます。新規ご加入の場合

個人の
お客さま

未成年の
お客さま

法人の
お客さま

個人の
お客さま

ご利用料金のお支払い方法
口座引き落としの方（預金口座振替、ゆうちょ銀行払込）
［ご用意いただくもの］契約者ご本人名義のキャッシュカード、もしくは預金通帳・金融機関届出印

※一部の店舗、一部の金融機関ではキャッシュカードのみで口座振替手続きができない場合があります。キャッシュカードのみでお手続
きする場合は、キャッシュカード名義人ご本人に来店いただき、暗証番号を入力いただきます。法人口座はキャッシュカードのみでのお手
続きはできません。キャッシュカードのみでお手続きいただける金融機関など、詳細はソフトバンクホームページをご確認ください。

orキャッシュカードのみで、
即日口座振替手続きができます。※

キャッシュカード
口座振替手続き完了までに
約1～2ヵ月かかります。

預金通帳 + 金融機関届出印

クレジットカードご利用の方［ご利用可能なクレジットカード］

CASH CARD
00000-XXXX-0000-XXXX

▪上記いずれかのマークがついているクレジットカードをご利用いただけます。
　ご利用にあたっては、クレジットカードの名義人ご本人の来店が必要です。

または
VISA MasterCard JCB Diners Club AMERICAN

EXPRESS

P.48

キャッシュカードクレジットカード

運転免許証 日本パスポート

身体障害者手帳 療育手帳
精神障害者
保健福祉手帳

個人番号カード 健康保険証

住民基本台帳カード

補助書類

補助書類

通帳 印鑑 機種代金 カタログ

在留カード 特別永住者証明書外国パスポートクレジットカードの場合 口座振替の場合
1

ご本人名義のキャッシュカードまたは通帳ご本人名義のクレジットカード

orまたは

本人確認書類
2

印鑑

・口座振替の場合は
 金融機関お届け印

3

クレジットカードの場合 口座振替の場合
1

ご本人（またはご家族）名義のキャッシュカードまたは通帳ご本人（またはご家族）名義のクレジットカード

▪原則12歳～16歳未満の方で、割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約をお申し込みの場合、親権者さま名義のクレジットカードまたはキャッシュカードor預金通帳が必要です。

印鑑

・口座振替の場合は
 金融機関お届け印

orまたは

2 3
法定代理人
同意書

5

下記　～　のいずれかA F

法人確認書類
（いずれか1点）

2
来店者さまの
本人確認書類

4

下記　～　のいずれかA F

クレジットカードの場合 口座振替の場合
1

法人のお客さま名義の通帳法人のお客さま名義のクレジットカード

印鑑

・法人印
・口座振替の場合は
 金融機関お届け印※いずれも発行日から3ヵ月以内のもの

または

2 3

・社員証
・名刺
・勤務先の記載のある
 健康保険証

5

下記　～　のいずれかA F

・登記簿謄（抄）本
・現在（履歴）事項証明書
・印鑑証明書

A F

A E F

A F

機種変更の際は、機種代金以外に事務手数料：3,000円が必要です。ご利用料金と合算請求させていただきます。機種変更の場合

法人のお客さま 法人印（割賦契約の場合）＋ 来店者さまの本人確認書類（下記　   ～      のいずれか）＋ 来店者さまの在籍確認書類＋ ご利用中の機種（USIMカードを含む）

個人のお客さま／未成年のお客さま 本人確認書類（下記　   ～ 　  のいずれか）＋ ご利用中の機種（USIMカードを含む）

携帯電話不正利用防止法に基づき、契約締結時におきましては以下 　 ～  　（外国籍の方は　 ）いずれかの確認書類が必要となります。■ 本人確認書類
必ず原本をご用意ください。あらかじめコピーされているものは受付できません。なおご提出・コピーさせていただいた書類は、お申込者の本人確認以外には使用いたしません。
お申し込み内容により、下記以外、もしくは下記表内で複数の証明書類をご用意いただく場合がございます。

■ 補助書類
●発行後３ヵ月以内の住民票記載事項証明書（原本）、公共料金領収書（電気・都市ガス・水道など）、官公庁発行の印刷物（納税通知書など）　
●現住所の記載があるもの

個人番号カード
（マイナンバーカード）

健康保険証
＋

補助書類

在留カード ＋ 外国パスポート
または

特別永住者証明書

外
国
籍
の
方

●都道府県公安委員会発行のもの（国際免許は除く）　●有効期限内のもの　●現住所の記載があるもの
▪記載住所に変更があった場合は補助書類が必要です。

●有効期限内のもの　●現住所の記載があるもの
▪記載住所に変更があった場合は補助書類が必要です。

●有効期限内のもの　●現住所の記載があるもの
▪記載住所に変更があった場合は補助書類が必要です。
▪マイナンバーの通知カードは本人確認書類として受付できません（補助書類としても受付不可）。

▪機種変更の場合、補助書類は不要です。

●社会保険証、国民健康保険証、共済組合員証、自衛官診療証、船員保険被保険者証、
　国民健康保険退職保険者証、介護保険者証、老人医療受給者証、後期高齢者医療被保険者証のいずれか　
●有効期限内のもの　●現住所の記載があるもの

身体障がい者手帳 または
療育手帳 または

精神障がい者保健福祉手帳
▪記載住所に変更があった場合は補助書類が必要です。
●発行日の記載があるもの または 有効期限内のもの　●現住所の記載があるもの　●顔写真のあるもの

▪記載住所が相違もしくは住所記載がない場合は、別途補助書類が必要です。▪在留資格が「資格なし」ではお申し込みできません。
▪在留期限が当社基準に満たない場合は、新スーパーボーナス／スマート一括契約はできません。
▪在留資格が「一般永住者」の場合は、外国パスポートは不要です。
▪機種変更で在留カードをご提示の場合、外国パスポートは不要です。

●有効期限内のもの　●現住所の記載があるもの

A

B

C

D

E

F

 運転免許証

日本国パスポート

+

/ /

+ /

来店者さまの
在籍確認書類
（いずれか1点）

上記のほか、家族関係確認書類が必要です。家族割引サービスにお申し込みの場合

▪すでにご加入済みの家族向け割引サービスに追加する場合は、家族向け割引サービスグループに属しているいずれかのご契約者の登録情報と照合いたします。▪「住民票記載事項証明書」
や「同性とのパートナーシップを証明する書類」で家族確認ができる場合も受付いたします。▪弊社の審査基準により、家族向け割引サービスにはご加入いただけない場合がございます。

代表ご契約者さまの本人確認書類1

上記の　　～　   のいずれかA F

家族向け割引サービス加入者の本人確認書類

上記の　　～　   のいずれかA F

2ご家族
（親等数の制限なし・別住所可）

または
（同一住所であること・別姓可）




