「スマホ BB 割」 提供条件書
■スマホ BB 割について
 「スマホ BB 割」（以下「本キャンペーン」と記載します。）は、当社指定の固定通信サービスと iPhone、SoftBank スマートフォン、iPad（4G
LTE 対応のものに限ります）またはタブレット（以下「割引回線」と記載します。）をセットでご利用いただいた場合に適用されるキャンペーンで
す。
■適用条件
 以下の条件を満たす方に適用されます。
1. 個人契約であること
2. 割引回線を対象料金サービスでご利用中または対象料金サービスに申し込むこと
3. 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対象固定通信サービスの契約者であること
4. 本キャンペーン期間内にお申し込みいただくこと
5. スマホ BB 割、スマホ BB 割 with BBIQ に加入されていない、または加入したことがないこと
対象機種

対象料金サービス

4G LTE 対応iPhone

パケットし放題フラット for 4G LTE ※1

iPhone （3G/3GS/4/4s）
4G スマートフォン
3G スマートフォン
4G LTE 対応iPad
（Wi-Fi + Cellular モデル）

対象固定通信サービス

パケットし放題フラット

ホワイト BB

Wi-Fi バリュープラン専用パケット定額

ケーブルライン

パケットし放題フラット for 4G ※1

ひかり de トーク S ※2

パケットし放題フラット for スマートフォン

NURO 光 でんわ ※2

パケットし放題MAX for スマートフォン
（iPad 専用）ベーシックデータ定額プラン
for 4G LTE

ホワイト BB
ケーブルライン
ひかり de トーク S ※2

タブレット

（タブレット専用）ベーシックデータ定額プラン

NURO 光 でんわ ※2

for 4G

Yahoo! BB サービス ※2※3
SoftBank ブロードバンドサービス ※2※3

※1

本キャンペーン適用中は、4G LTE 定額プログラム／4G スマホスタートキャンペーン／スマホファミリー割の定額料割引は適用されません。

※2

ひかり de トーク S は株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク、NURO 光 でんわはソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供するサービスです。

※3 対象サービスは以下となります。
Yahoo! BB ADSL/Yahoo! BB ホワイトプラン(a)、(b)/Yahoo! BB バリュープラン/Yahoo! BB 光 with フレッツ/Yahoo! BB 光 フレッツコース
/Yahoo! BB 光 マンション/Yahoo! BB 光 シティ/SoftBank ブロードバンド ADSL/SoftBank ブロードバンド ステッププラン

 本キャンペーンの適用回線数は対象固定通信サービス 1 回線に対して最大10 回線です。
（スマホ BB 割全体で合計します。）
 固定通信サービスの契約者本人以外からのお申し込みの場合、固定通信サービス契約者の同意書および家族であることを証明できる確認書類
が必要となります。
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■特典および割引期間
 本キャンペーンの特典・割引期間は、以下の通りです。
対象機種
4G LTE 対応iPhone※4
iPhone（3G/3GS/4/4S）※4
4G スマートフォン

対象料金サービス

割引額 （月額）

パケットし放題フラット for 4G LTE
ホワイト学割2011/2012 適用時
パケットし放題フラット
Wi-Fi バリュープラン専用パケット定額
パケットし放題フラット for 4G
ホワイト学割2011/2012 適用時
ホワイト学割2012 適用時
パケットし放題MAX for スマートフォン
ホワイト学割2011 適用時

4G LTE 対応の iPad

（iPad 専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G

（Wi-Fi + Cellular モデル）

LTE
（タブレット専用）ベーシックデータ定額プラン

タブレット
※4

1,410 円
910 円
410 円
1,410 円

パケットし放題フラット for スマートフォン
3G スマートフォン ※4

割引期間

for 4G

910 円
1,410 円
410 円

24 ヵ月

1,410 円
910 円
1,410 円
1,410 円

2013 年2 月1 日以降にスマホファミリー割にご加入の場合、割引額は 410 円／月となり、スマホファミリー割が終了した当該請求月末まで適用となります。



記載の金額を税抜金額から割引します。



割引期間は、適用条件が確認された請求月を 1 ヵ月目として、請求月単位で適用します。
固定通信サービスの契約成立確認は毎月月初に実施します。



本キャンペーンを継続して機種変更や料金サービスの変更を行った場合、割引期間は変更後の機種・料金サービスに引き継がれます。割引
額は変更後の機種・料金サービスに従います。



かいかえ割の一部特典が適用されている場合、本キャンペーンの割引は適用されません。



のりかえ学割と併用の場合、割引後金額の安いキャンペーンを適用します。



iPad 向けスマホファミリー割の 2 回線目、iPad セット割（ホワイトプラン向け）、タブレットセット割（ホワイトプラン向け）とは併用できませ
ん。

■スマホ BB 割の解除について


以下のいずれかに該当した場合、当該適用者の割引は当該請求月末までとなります。
1.

本キャンペーンの割引期間が満了した場合

2.

割引回線において、対象機種以外に機種変更した場合

3.

割引回線において、対象料金サービスを解除もしくは変更された場合

4.

割引回線を解約または譲渡した場合

5.

特典が適用されている対象固定通信サービスを変更または解約した場合
（この場合、適用中の全割引回線の割引が終了します。）

6.

対象固定通信サービスとして Yahoo! BB サービスをご利用で、毎月のご利用料金を支払期日までに入金
いただいていることが確認できない場合（この場合、適用中の割引回線の割引が終了します。）

7.


固定通信サービスお申し込み後90 日以内に契約成立されなかった場合

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

【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。この場合には、料金その他の提供条件は、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（http://www.softbank.jp）に掲載する方法、文字メッセージ
（契約者回線または当社電気通信設備から送信された数字、記号およびその他文字等によるメッセージをいいます）を配信する方
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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いたしますので、ご確認ください。なお、提供条件書記載事項以外の部分については、
3Ｇ通信サービス契約約款および 4G 通信サービス契約約款の規定を適用します。詳細につきましては当社ホームページでも確認で
きます。
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