
個人契約のみ。加入中のプランによりお申し込みできない場合あり。個人契約のみ。加入中のプランによりお申し込みできない場合あり。

©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

※3 おうち割 でんきセットへのご加入が必要。
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さらに！ソフトバンク・ワイモバイルユーザーはスマホ代もおト ク※3

2020年9月30日まで2020年7月23日
※1【おうちでんき でんき代初月無料キャンペーン2020】2020年2月1日から終了日未定。キャンペーン実施期間中に新たに「おうちでんき」にお申し込みのうえ、6ヵ月以内に開通が必要。詳しくはWEBへ。 

※2【おうちでんき でんき代節約応援キャンペーン】詳しい提供条件は裏面へ。

代でんき代 初月全額
はははは

※1

さらにさらにさらにさらに
基本料金基本料金基本料金基本料金6カ月間6カ月間 ※2
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減った
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おうちでんき　でんき代節約応援キャンペーン　提供条件
■キャンペーン実施期間：2020年7月23日（木）から9月30日（水）まで

■適用対象となるお客さま
以下の条件をすべて満たしたお客さまが、ソフトバンク株式会社（以下、「当社」とします）が提供する「おうちで
んき　でんき代節約応援キャンペーン」（以下、「本キャンペーン」とします）の対象になります。

キャンペーン実施期間中に新たに「おうちでんき」にお申し込みいただいたお客さま
お申し込みから6ヵ月以内に「おうちでんき」が開通し、電気の需給が開始されたお客さま

■キャンペーン特典
上記、本キャンペーンの適用対象となる条件を全て満たしたお客さまを対象に、下表の特典が適用されます。

・本キャンペーンと、「おうちでんき でんき代初月無料キャンペーン 2020」は重複適用されます。両キャンペー
ンが重複適用される場合は、「おうちでんき でんき代初月無料キャンペーン 2020」の特典を優先して適用し、
その後、本キャンペーンの特典を適用いたします。
・本キャンペーンと「おうちでんき おうちリンクセット割」は重複適用されます。両キャンペーンが重複適用され
る場合は、本キャンペーンの特典を優先して適用し、その後、「おうちでんき おうちリンクセット割」の特典を適
用いたします。

■その他ご注意事項
・以下のお客さまは本キャンペーンの対象外です。

法人のお客さま
現在、オール電化プランや深夜時間帯割引プランなどの特別な割引を受けているお客さま
（「おうちでんき」への切り替えで電気代が割高になるためご加入をお断りしております。誤ってご加入され
た場合であっても、電気代の返金、補償などはいたしかねます。）

・本キャンペーン実施期間中に「おうちでんき」を店頭で申し込まれたときに、検針票の内容について店頭で
確認できなかった場合は、お申し込みから14日以内に手続きを完了してください。完了していない場合は、本
キャンペーンは適用になりません。
・本キャンぺーン実施期間中に「おうちでんき」を当社ホームページより「検針票なし」を選択の上お申し込み
された場合は、本キャンペーンの実施期間内に検針票情報を必ずご入力ください。検針票情報の入力が完
了していない場合は、本キャンペーンは適用になりません。
・本キャンペーンの特典はでんき代（請求金額）からの割引となり、でんき代以外の割引はされません。
・本提供条件書記載事項以外の部分については、 SBパワー株式会社の「電気需給約款（低圧）」および
「ソフトバンクでんき Powered by SBパワー請求サービス規約適用約款」の規定を適用いたします。
・当社が不正なお申し込みと判断した場合、本キャンペーンは適用となりません。
・本キャンペーンは予告なく内容の変更または実施を終了する場合があります。

■適用されない場合
以下のいずれかに該当した場合、本キャンペーンの適用はいたしません。

・上記ご注意事項に記載する各期日までに検針票情報を当社が確認できなかった場合、または「おうちでん
き」の開通前にキャンセルをされた場合
・本キャンペーン実施期間中に「おうちでんき」にお申し込みいただくも、６ヵ月以内に「おうちでんき」が開通しない場合

■提供条件書記載事項の変更について
当社は、本提供条件書の記載事項を変更することがあります。この場合、提供条件は変更後の提供条件書の記
載事項によります。本提供条件書の記載事項を変更する場合、当社ホームページ（https://www.softbank.jp/
energy/ ）に掲載する方法または当社が適当と判断する方法にて事前に通知します。最新の提供条件書は当社
ホームページに掲載しますので、ご確認ください。

■キャンペーン提供主体について
本キャンペーンの提供主体は当社、「おうちでんき」の供給主体はSBパワー株式会社です。

Q.外出自粛の前後で、ご家庭の生活費の負担額には変化はありましたか?
調査元：株式会社ネオマーケティング  調査の方法：WEBアンケート方式  有効回答数：500人  調査実施日：2020年5月25日（月）～2020年5月26日（火）

今年は家計の
見直し必須!

家計の見直し
しなきゃ！

家族がずっと
おうちにいる…

パソコン・TVが
常についている…

エアコンが
毎日フル稼働…

夏のでんき代対策には、 おうちでんき

※ その他料金には燃料調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金が含まれます。  ◯初月とは、おうちでんき開通後の初回ご請求分です。 ◯加入中のプランによりお申し込みできない場合があります。

ソフトバンク株式会社 www.softbank.jp

■ おうちでんき／おうち割 でんきセットに関するお問い合わせ

0800-170-3710

●本チラシの記載内容は2020年7月17日時点のものです。内容については変更する場合があります。
●詳細はソフトバンクホームページをご確認ください。

ソフトバンクでんき
サポートセンター   ［年中無休  9：00～20：00］

2008 おうちでんき夏キャンペーンチラシ（東日本）

月々の電気料金の内訳

基本料金

電力量料金

その他料金※

1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目 6ヵ月目 7ヵ月目

初月無料! さらに!  今なら、6ヵ月間 基本料金が無料!

電力量料金

その他料金※

電力量料金

その他料金※

電力量料金

その他料金※

電力量料金

その他料金※

電力量料金

その他料金※

電力量料金

その他料金※

東日本エリア 北海道電力・東北電力・東京電力

中部電力・関西電力・中国電力・四国電力・沖縄電力西日本エリア

でんき代基本料6ヵ月無料特 典

特 典 でんき代1ヵ月無料

※海外からはご利用いただけませんのでご了承ください。
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個人契約のみ。加入中のプランによりお申し込みできない場合あり。個人契約のみ。加入中のプランによりお申し込みできない場合あり。 2020年9月30日まで2020年7月23日

さらに！ソフトバンク・ワイモバイルユーザーはスマホ代もおト ク※2

※1【おうちでんき でんき代初月無料キャンペーン2020】2020年2月1日から終了日未定。キャンペーン実施期間中に新たに「おうちでんき」にお申し込みのうえ、6ヵ月以内に開通が必要。詳しくはWEBへ。
【おうちでんき でんき代節約応援キャンペーン】提供条件を満たした方は、開通後2ヵ月目のでんき代が無料になります。詳しくは裏面へ。
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でんき代でんき代 2カ月間全額
はははは

※1

※2 おうち割 でんきセットへのご加入が必要。
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Q.外出自粛の前後で、ご家庭の生活費の負担額には変化はありましたか?
調査元：株式会社ネオマーケティング  調査の方法：WEBアンケート方式  有効回答数：500人  調査実施日：2020年5月25日（月）～2020年5月26日（火）

今年は家計の
見直し必須!

家計の見直し
しなきゃ！

家族がずっと
おうちにいる…

パソコン・TVが
常についている…

エアコンが
毎日フル稼働…

夏のでんき代対策には、 おうちでんき

おうちでんき夏キャンペーンチラシ（西日本）

まるっと

月々の電気料金の内訳

［ 2ヵ月間のでんき代 ］

最低料金、電力量料金、その他料金※を含めた金額が

すべて無料です!

2ヵ月間のでんき代が
ホントに無料になるの?

※ その他料金には燃料調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金が含まれます。 
◯加入中のプランによりお申し込みできない場合があります。

ソフトバンク株式会社 www.softbank.jp

■ おうちでんき／おうち割 でんきセットに関するお問い合わせ

0800-170-3710

●本チラシの記載内容は2020年7月17日時点のものです。内容については変更する場合があります。
●詳細はソフトバンクホームページをご確認ください。

ソフトバンクでんき
サポートセンター   ［年中無休  9：00～20：00］

※海外からはご利用いただけませんのでご了承ください。

おうちでんき　でんき代節約応援キャンペーン　提供条件
■キャンペーン実施期間：2020年7月23日（木）から9月30日（水）まで

■適用対象となるお客さま
以下の条件をすべて満たしたお客さまが、ソフトバンク株式会社（以下、「当社」とします）が提供する「おうちで
んき　でんき代節約応援キャンペーン」（以下、「本キャンペーン」とします）の対象になります。

キャンペーン実施期間中に新たに「おうちでんき」にお申し込みいただいたお客さま
お申し込みから6ヵ月以内に「おうちでんき」が開通し、電気の需給が開始されたお客さま

■キャンペーン特典
上記、本キャンペーンの適用対象となる条件を全て満たしたお客さまを対象に、下表の特典が適用されます。

・本キャンペーンと、「おうちでんき でんき代初月無料キャンペーン 2020」は重複適用されます。両キャンペー
ンが重複適用される場合は、「おうちでんき でんき代初月無料キャンペーン 2020」の特典を優先して適用し、
その後、本キャンペーンの特典を適用いたします。
・本キャンペーンと「おうちでんき おうちリンクセット割」は重複適用されます。両キャンペーンが重複適用され
る場合は、本キャンペーンの特典を優先して適用し、その後、「おうちでんき おうちリンクセット割」の特典を適
用いたします。

■その他ご注意事項
・以下のお客さまは本キャンペーンの対象外です。

法人のお客さま
現在、オール電化プランや深夜時間帯割引プランなどの特別な割引を受けているお客さま
（「おうちでんき」への切り替えで電気代が割高になるためご加入をお断りしております。誤ってご加入され
た場合であっても、電気代の返金、補償などはいたしかねます。）

・本キャンペーン実施期間中に「おうちでんき」を店頭で申し込まれたときに、検針票の内容について店頭で
確認できなかった場合は、お申し込みから14日以内に手続きを完了してください。完了していない場合は、本
キャンペーンは適用になりません。
・本キャンぺーン実施期間中に「おうちでんき」を当社ホームページより「検針票なし」を選択の上お申し込み
された場合は、本キャンペーンの実施期間内に検針票情報を必ずご入力ください。検針票情報の入力が完
了していない場合は、本キャンペーンは適用になりません。
・本キャンペーンの特典はでんき代（請求金額）からの割引となり、でんき代以外の割引はされません。
・本提供条件書記載事項以外の部分については、 SBパワー株式会社の「電気需給約款（低圧）」および
「ソフトバンクでんき Powered by SBパワー請求サービス規約適用約款」の規定を適用いたします。
・当社が不正なお申し込みと判断した場合、本キャンペーンは適用となりません。
・本キャンペーンは予告なく内容の変更または実施を終了する場合があります。

■適用されない場合
以下のいずれかに該当した場合、本キャンペーンの適用はいたしません。

・上記ご注意事項に記載する各期日までに検針票情報を当社が確認できなかった場合、または「おうちでん
き」の開通前にキャンセルをされた場合
・本キャンペーン実施期間中に「おうちでんき」にお申し込みいただくも、６ヵ月以内に「おうちでんき」が開通しない場合

■提供条件書記載事項の変更について
当社は、本提供条件書の記載事項を変更することがあります。この場合、提供条件は変更後の提供条件書の記
載事項によります。本提供条件書の記載事項を変更する場合、当社ホームページ（https://www.softbank.jp/
energy/ ）に掲載する方法または当社が適当と判断する方法にて事前に通知します。最新の提供条件書は当社
ホームページに掲載しますので、ご確認ください。

■キャンペーン提供主体について
本キャンペーンの提供主体は当社、「おうちでんき」の供給主体はSBパワー株式会社です。

東日本エリア 北海道電力・東北電力・東京電力

中部電力・関西電力・中国電力・四国電力・沖縄電力西日本エリア

でんき代基本料6ヵ月無料特 典

特 典 でんき代1ヵ月無料
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