記載の料金額は税抜金額です

「おてがるプラン」提供条件書
（2018 年 10 月 31 日をもちまして、
「おてがるプラン」の受付を終了いたしました。
）
「おてがるプラン」（以下「本キャンペーン」といいます。）は、対象機種の購入を伴う新規契約および機種変更をした
場合に適用されるキャンペーンです。
■ 「おてがるプラン」の概要
本キャンペーンは、次の内容を総称したものです。
1. 専用データ定額「データ定額（おてがるプラン専用）」
2. おてがるプラン専用割引（1 年割引）
3. おてがるプラン専用割引（永年割引）

1. 専用データ定額「データ定額（おてがるプラン専用）」
 適用条件
以下の全ての条件に該当するお客さまを対象とします。
(1)

本キャンペーン期間内に、新規（のりかえを含みます。) ご契約または機種変更と同時に、データ定額（おてが
るプラン専用）にお申し込みいただくこと。

(2)

通話定額基本料または通話定額ライト基本料に加入いただくこと。

(3)

対象機種※を購入いただくこと。

※

対象機種は、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）をご確認ください。

 内容
「データ定額（おてがるプラン専用）
」は、データ利用量に応じて 3 段階で変動する本キャンペーン専用のデータ定
額サービスです。
データ利用量

データ定額（おてがるプラン専用）
定額料

～1GB

1,480 円／月

～2GB

2,480 円／月

～3GB

3,480 円／月

 毎月ご利用のデータ量が 3GB を超えた場合、請求月末まで通信速度を送受信最大 128Kbps に制限いたします。
通信速度制限の解除（データ利用量が 3GB 超過後、1GB ごとに 1,000 円加算）および設定には、My SoftBank
でのお申し込みが必要です。
 SMS、海外でのご利用分（SMS、S!メール（MMS）、ウェブ）
、国際 SMS、国際 S!メール（MMS）は定額の対象
外です。
 ソフトバンクに新たに加入する場合は、加入日から適用されます。月途中に加入する場合は、定額料および上記表
内の「データ利用量」を日割り計算します。ソフトバンクを解約する場合、解約日までの適用となり、日割り計算
は行いません。
 ウェブ使用料（300 円／月）へのご加入が必須です（月途中にご加入の場合、日割り計算を行い、月途中に解約の
場合（加入月に解約の場合を除きます。）は、日割り計算は行いません）。
 データ定額（おてがるプラン専用）は、データくりこしの対象外です。
 「データシェアプラス」、
「家族データシェア」および「法人データシェア」は対象外です。
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 データ定額（おてがるプラン専用）にご加入の場合、「月月割」および「一括購入割引」は適用されません。
 データ定額（おてがるプラン専用）にご加入の場合、「ワイモバイルからソフトバンクへの番号移行プログラム」
の特典 B（通信料金の割引）は適用されません。
 解除条件
データ定額（おてがるプラン専用）が適用されている回線において、以下のいずれかに該当する場合、データ定額
（おてがるプラン専用）の適用を終了します。
(1)

対象外の基本料へ変更した場合

(2)

データ定額（おてがるプラン専用）を解除、変更その他の理由により終了した場合

(3)

新スーパーボーナス契約にて機種変更した場合

(4)

譲渡（家族割引名義変更、承継を除きます。）した場合

(5)

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

(6)

回線契約を解約した場合

 データ定額（おてがるプラン専用）の適用後であっても、当社基準により適用外であることが判明した場合は当該
回線への適用を取り消しさせていただきます。

 データ定額（おてがるプラン専用）が終了する場合、他のデータ定額サービスへの変更またはデータ定額サービス
の解除のお申し込みがない限り、データ定額（おてがるプラン専用）終了の翌請求月より「データ定額ミニ
1GB」が自動的に適用されます。
2. おてがるプラン専用割引（1 年割引）
「おてがるプラン専用割引（１年割引）」（以下「1 年割引」といいます。
）は、データ定額（おてがるプラン専用）
に加入した場合に適用される割引です。なお、同時に「おてがるプラン専用割引（永年割引）」の適用条件を満たす場
合、
「おてがるプラン専用割引（永年割引）
」の割引のみが適用されます。
 適用条件
データ定額（おてがるプラン専用）に加入すること。
 特典内容
 データ定額（おてがるプラン専用）が適用されている回線の毎月の通話定額基本料または通話定額ライト基本料か
ら 1,000 円※を割引します。
※ 記載の金額を税抜総額から割引します。

 適用条件を満たした当該請求月から割引を適用します。割引期間は、適用開始月を 1 ヵ月目とし請求月単位で 12
ヵ月間です。月途中にソフトバンクに新たにご加入し「1 年割引」が適用の場合は、割引額を日割り計算します。
 割引額が対象料金を超えた場合でも、超過分は翌請求月に繰り越しいたしません。
 解除条件
１年割引の適用中に、以下のいずれかに該当する場合、当該請求月をもって割引を終了します。なお、再度「1 年割
引」の適用条件を満たした場合、「1 年割引」を再適用します。その場合、割引期間は引き継がれません。
(1)

データ定額（おてがるプラン専用）を解除、変更その他の理由により終了した場合

(2)

新スーパーボーナス契約にて機種変更した場合

(3)

譲渡（家族割引名義変更、承継を除きます。）した場合

(4)

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
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(5)

回線契約を解約した場合

 「1 年割引」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は当該回線への適用を取消しさせていただきま
す。
3. おてがるプラン専用割引（永年割引）
「おてがるプラン専用割引（永年割引）」（以下「永年割引」といいます。
）は、データ定額（おてがるプラン専
用）に加入し、以下の条件を満たす場合に適用される割引です。
 適用条件
以下の全ての条件に該当するお客さまを対象とします。
(1)

データ定額（おてがるプラン専用）に加入すること。

(2)

次の①から③までのいずれかに該当すること。

① 機種変更の場合
現在のご利用機種※1 が SoftBank 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であること
（永年割引の対象となる機種変更前のご利用機種については当社ホームページをご確認ください。）
。
② 新規契約（MNP）の場合
当社へのりかえ（MNP）する前のご利用機種が他社フィーチャーフォン（ドコモケータイ、au ケータイ）であ
ること※2（永年割引の対象となるのりかえ（MNP）前のご利用機種については当社ホームページをご確認くださ
い。）
。
③ 新規契約（MNP 以外）の場合
データ定額（おてがるプラン専用）にお申し込みの時点で、使用者年齢が 6 歳以上 18 歳以下であること※3。
※1 現在のご利用機種を購入し、6 ヵ月以上利用していること。過去にスマートフォンを利用していた場合もお申し込みいただけます。
※2 データ定額（おてがるプラン専用）にお申し込みの際に、ご利用中の機種で自局電話番号を表示中の画面をご提示いただき、当社にて当該
画面を確認・撮影させていただきます。故障等により自局電話番号を表示できない場合、永年割引の適用対象外となります。
※3 使用者の年齢が確認できる書類（運転免許証、健康保険証、パスポートなど）のご提出が必要です。

 法人契約の場合およびソフトバンクオンラインショップから加入する場合は、永年割引の対象外となり、1 年割引
を適用します。
 特典内容
 データ定額（おてがるプラン専用）が適用されている回線の毎月の通話定額基本料または通話定額ライト基本料か
ら 1,000 円※を割引します。
※ 記載の金額を税抜総額から割引します。

 適用条件を満たした当該請求月から割引を適用します。月途中にソフトバンクに新たにご加入し「永年割引」が適
用の場合は、割引額を日割り計算します。
 割引額が対象料金を超えた場合でも、超過分は翌請求月に繰り越しいたしません。
 解除条件
永年割引の適用中に、以下のいずれかに該当する場合、当該請求月をもって割引を終了します。なお、永年割引の終
了後に 1 年割引の適用条件を満たした場合、1 年割引を適用します。その場合、割引期間は引き継がれません。
① データ定額（おてがるプラン専用）の解除、変更その他の理由により終了した場合
② 新スーパーボーナス契約にて機種変更をした場合
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③ 譲渡（家族割引名義変更、承継を除きます。）した場合
④ 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
⑤ 回線契約を解約した場合
 「永年割引」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は当該回線への適用を取消しさせていただきま
す。

 本キャンペーンは、予告なく終了し、または内容を変更する場合があります。
【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。

更新履歴
2018 年 6 月 29 日 作成
2018 年 11 月 1 日 更新
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