■ 「いい買物の日 Pocket WiFi キャンペーン」提供条件書
「いい買物の日

Pocket WiFi キャンペーン」
（以下「本キャンペーン」といいます。
）は、期間中に Pocket WiFi を新規ご契約お

よび「新 Wi-Fi セット割」へのお申込、または「おうち割 光セット Wi-Fi ルーター特典」により Pocket WiFi を新規ご契約いた
だくと適用となるキャンペーンです。
※ 「新 Wi-Fi セット割」「おうち割 光セット Wi-Fi ルーター特典」の詳細は「新 Wi-Fi セット割 提供条件書」「おうち割 光セット Wi-Fi
ルーター特典 提供条件書」をご確認ください。

■

適用条件

本キャンペーンは、以下の条件に該当するお客さまを対象とします。
【新 Wi-Fi セット割向け】


期間内に Pocket WiFi 対象機種のご購入をともなう新規加入かつ「新 Wi-Fi セット割」にお申込いただくこと



「4G データし放題フラット＋N」「4G/LTE データし放題フラット N」にご加入いただくこと



「新 Wi-Fi セット割」に iPhone、SoftBank スマートフォンでお申込し、割引対象の基本料・データ（パケット）定額サービ
スに加入/お申込していること

【おうち割 光セット Wi-Fi ルーター特典向け】


期間内に「おうち割 光セット Wi-Fi ルーター特典」にて Pocket WiFi 対象機種のご購入をともなう新規加入であること



「4G データし放題フラット＋N」「4G/LTE データし放題フラット N」にご加入いただくこと



「おうち割 光セット」に iPhone、SoftBank スマートフォンで加入中またはお申込し、割引対象の基本料・データ（パケッ
ト）定額サービスに加入中またはお申込していること

■ 対象機種

Pocket WiFi
iPhone
SoftBank スマートフォン

■

501HW、303ZT、304HW、301HW、203Z
iPhone /3G スマートフォン/4G スマートフォン

特典内容


iPhone、SoftBank スマートフォンのデータ（パケット）定額サービス定額料より毎月指定の金額を割引します。

【通話定額基本料／通話定額ライト基本料】

割引対象データ定額サービス

新 Wi-Fi セット割
割引金額

割引期間

2,291 円

11 ヵ月

1,783 円

11 ヵ月

おうち割 光セット Wi-Fi ルーター
特典
割引金額

割引期間

1,269 円

11 ヵ月

データ定額ミニ 1GB
データ定額ミニ 2GB
データ定額 5GB
データ定額 20GB
データ定額パック・標準（8）
データ定額 30GB
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データ定額パック・大容量（10）
データ定額パック・大容量（15）
データ定額パック・大容量（20）
データ定額パック・大容量（30）
データ定額（3G スマホ）

2,291 円

データ定額パック（シンプルスマホ）

11 ヵ月
割引なし

【ホワイトプラン】
おうち割 光セット Wi-Fi ルーター

新 Wi-Fi セット割

割引対象パケット定額サービス

割引金額
パケットし放題フラット

特典

割引期間

割引金額

割引期間

1,269 円

11 ヵ月

割引なし

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/4G LTE
ホワイト学割 2011/2012
パケットし放題フラット for スマートフォン
ホワイト学割 2011

1,783 円

11 ヵ月

2,323 円

11 ヵ月

1,783 円

11 ヵ月

2,323 円

11 ヵ月
割引なし

ホワイト学割 2012
パケットし放題 MAX for スマートフォン

1,783 円

ホワイト学割 2011

11 ヵ月
割引なし

パケットし放題フラット for シンプルスマホ

割引なし

※ 記載の金額を税込価格から割引します。消費税率にかかわらず割引額に変更はありません。
※ 割引は Pocket WiFi 新規加入の翌請求月より適用します。
※ 請求締め日の変更にともない、1 請求月あたりの請求日数が増減する場合でも 1 請求月あたりの割引額に変更はありません。
※ 本キャンペーンの割引は、「新 Wi-Fi セット割」に加入の iPhone、SoftBank スマートフォンまたは「おうち割 光セット」に加入回線のパケッ
ト定額サービス定額料から割引します。
※ 対象の iPhone、SoftBank スマートフォン回線を複数契約されている場合は、ソフトバンクへの加入が最も新しい回線から割引をさせて頂きま
す。ただし、おうち割 光セット Wi-Fi ルーター特典向けの割引は、「おうち割 光セット」の申込状況により最も新しい回線からの割引となら
ない場合がございます。なお、お客さま自身で、割引を適用する回線の指定や、変更はできません。
※ 割引は、Pocket WiFi1 回線につきスマートフォン 1 回線となります。
※ 一部キャンペーンとは併用できない場合があります。

■

終了条件

割引中の回線が以下に合致した場合、本キャンペーンは前請求月末（＊）または当該請求月末で解除となります。
【新 Wi-Fi セット割向け】


割引対象の料金サービス以外へ変更した場合



割引適用中の回線を解約、譲渡した場合（＊）



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（＊）



「新 Wi-Fi セット割」が解除または割引が終了となった場合

【おうち割 光セット Wi-Fi ルーター特典向け】


割引対象の料金サービス以外へ変更した場合
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割引適用中の回線を解約、譲渡した場合（＊）



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（＊）



iPhone、SoftBank スマートフォン回線の「おうち割 光セットスマート値引き」が解除または割引が終了となった場合※

※

固定通信サービスを変更した場合も、本キャンペーンの割引は終了となります。

□「いい買物の日

Pocket WiFi キャンペーン」提供条件書記載事項の変更について

当社ホームページへの掲載、文字メッセージ（契約者回線または当社電気通信設備から送信された数字、記号およびその他文字等に
よるメッセージをいいます）の配信または当社が適当と判断する方法にて通知することによって、当社は本提供条件書の記載内容を
変更できるものとさせていただきます。この場合、料金その他の提供内容につきましては、変更後の条件が適用されるものとしま
す。
最新の提供条件書は、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）にも掲載いたしますので、ご確認ください。

変更履歴
2015 年 11 月 5 日 作成
2015 年 11 月 18 日

更新

2015 年 12 月 10 日

更新

2016 年 4 月 1 日 更新
2016 年 9 月 13 日 更新
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