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「おうち割 光セット スタートキャンペーン」提供条件書 
（2023年 5月 16日をもちまして、「おうち割 光セット スタートキャンペーン」は新規受付を終了いたしました。） 
※ 「おうち割 光セット スマホ違約金還元キャンペーン」は、2019年 9月 13日から「おうち割 光セット スタートキャンペーン」に名称変更しました。 

「おうち割 光セット スタートキャンペーン」（以下「本キャンペーン」といいます。）は、当社指定の料金サービスにご加入いただき、「おう
ち割 光セット」の対象固定通信サービス（以下「対象固定通信サービス」といいます。）および「おうち割 光セット」に加入した場合に、
対象の携帯電話の通信料金に、最大 9,500円(10,450円)の割引を適用するキャンペーンです。 
 
■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。 
・ 本キャンペーンに申し込みすること 
・ 「おうち割 光セット」の対象固定通信サービスにお申し込みいただき、お申し込みから 180日以内に契約が成立していること 
・ 2017年 4月 1日以降に対象固定通信サービスにて「おうち割 光セット」に加入していること※1 
※1 2017年 3月 31日以前に以下のキャンペーンが適用されていた場合、本キャンペーンの割引は適用されません。 

「おうち割 光セット」（増額キャンペーン含む）／「おうち割 光セット(東北・東海限定)」 

・ 本キャンペーンへのお申し込みから 4 ヵ月以内（本キャンペーンへのお申し込み日を含む月を 1 ヵ月目として 4 ヵ月目の末日まで）
に、当社指定の他社携帯電話請求明細書貼付シートに他社携帯電話の 2 年契約解除料の請求明細書※2 を貼り付けて当社
指定の封筒で返送し、当社にて確認すること 
※2 docomo、au、UQ モバイルの携帯電話の 2 年契約解除料の請求明細書が対象です。請求明細書に記載の「携帯電話番号」または「契約者姓および契

約者住所」が、当社指定の請求明細書貼付シートに記載の内容と合致していることが必要です。端末分割購入代金の残債務、端末購入サポートの違約金等

の解約違約金の請求明細書は不要です。なお、2022 年 7 月 21 日以前に本キャンペーンにお申し込みいただいたお客さまは、請求明細書の提出期限は、本

キャンペーンへのお申し込みから 6 ヵ月以内（本キャンペーンへのお申し込み日を含む月を 1 ヵ月目として 6 ヵ月目の末日まで）です。 

・ 個人のお客さまで iPhone、スマートフォンまたは SoftBank 携帯電話※3(3G 端末を除く)向けの回線※4 をご利用され、かつ、特
典付与時点で、後掲する「対象料金サービス」のいずれかに加入中であること 
※3 AQUOS ケータイを含みます。 

※4 SIM単体契約（料金サービスの申込みと同時に携帯電話機その他の端末を購入しない契約をいいます。以下同じ。）の回線を含みます。 

■対象機種・対象料金サービス 
機種 基本料 データ（パケット）定額サービス 

iPhone 
スマートフォン 
SoftBank 携帯電話 
（AQUOSケータイを含む） 
※3G端末は対象外 
 
 
 
 
 

基本プラン（音声） 

データプランメリハリ無制限 
データプランミニフィット+ 
データプランメリハリ 
データプランミニフィット 
データプラン50GB＋ 
データプランミニ 

通話基本プラン 
データ定額 50GB プラス 
データ定額ミニモンスター 

通話定額基本料／ 
通話定額ライト基本料／ 
通話定額基本料（ケータイ）／ 

データ定額 5GB 
データ定額 20GB 
データ定額 30GB 
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 通話定額ライト基本料（ケータイ） データ定額 50GB 

ホワイトプラン 
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 

 データ定額パック・標準（8）、大容量（10）（15）（20）（30）、データシェアプラスの親回線も対象となります。 

 家族データシェアの親回線、子回線は対象外となります。 

 

■特典内容 
対象の携帯電話の通信料金から 10 ヵ月間 950円(1,045円)円割引いたします。 
 SIM単体契約である対象料金サービスを含みます。 
 2019年 2月 17日までの当社確認分 
割引は他社携帯電話の 2年契約解除料の証明書および適用条件を当社にて確認した翌々月より適用となります。 

 2019年 2月 18日以降の当社確認分 
割引は他社携帯電話の 2年契約解除料の証明書および適用条件を当社にて確認した翌月より適用となります。 

 本キャンペーンの割引は、月月割その他の割引適用後の通信料金に対して適用し、通信料金が割引額に満たない場合、翌請求
月に繰り越して割引いたします。 

 割引の対象となる通信料金は以下の通りです。 
1. 基本料 
2. 通話料／通信料 
音声通話料、TV コール通信料、SMS送信料、パケット通信料、S!メール（MMS）送信・読出料、ウェブ通信料、64K デジ
タルデータ通信料、アクセスインターネット通信料など 
 ソフトバンク国際電話サービス通話料金（音声、TVコール）、世界対応ケータイ料金（音声、TVコール、SMS、S!メール（MMS）、ウェブ、モバイルデータ通信）、国際SMS送

信料、国際S!メール（MMS）送信・読出料は割引の対象外です。 

3. 定額料 
データプランメリハリ無制限／データプランミニフィット+ 
データプランメリハリ／データプランミニフィット 
データプラン 50GB＋／データプランミニ 
データ定額 50GB プラス／ミニモンスター 
データ定額 5GB／20GB／30GB／50GB、データ定額パック・標準（8）、大容量（10）／（15）／（20）／（30）、 
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など 

4. 月額使用料 
ウェブ使用料、S!電話帳バックアップ、留守番電話プラス、割込通話、通話料明細書、ナンバーブロック、グループ通話、スマー
トフォン基本パック、あんしん保証パックなど 

5. 手数料 
電話番号変更手数料、SIM再発行手数料など※ 
※オンライン申込手続などで手数料が無料の場合には、割引の対象とはなりません。 

 本キャンペーン特典は携帯電話回線 1回線につき 1回のみ適用となります。 
 他のキャンペーン、プログラム、割引との併用については、「おうち割 光セット」に倣います。 
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■終了条件 
 以下のいずれかに該当する場合、本キャンペーンの割引は終了となります。 
＜当該請求月の適用をもって割引が終了＞ 
・ 対象の携帯電話回線において対象料金サービスを解除その他の理由により終了し、または対象料金サービス以外の料金サービスへ変更した場合 
・ 対象の携帯電話回線を家族データシェアの親回線、子回線へ変更した場合 
・ 対象の携帯電話回線を譲渡した場合（家族割引名義変更は除く） 
・ 対象の携帯電話において電話番号、メールアドレスお預かりサービスへ加入した場合 
・ 対象の携帯電話回線を解約した場合 

＜当該請求月または前請求月の適用をもって割引が終了＞ 
・ 上記以外で「おうち割 光セット」の解除条件に合致した場合（解除条件については「おうち割 光セット」の提供条件書をご確認く
ださい） 
 本キャンペーンはお客さまに予告なく終了し、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、適用条件、特典内容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（https://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。但し、緊急性がある場合又はやむを得ない場合は、事後的に通知します。 

・ 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、4G通信サービス契約約款および 5G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 

2017年 4月 1日 作成 

2017年 6月 29日 更新 

2017年 9月 22日 更新 

2018年 1月 17日 更新 

2018年 3月 1日 更新 

2018年 9月 6日 更新 

2019年 2月 15日 更新 

2019年 3月 1日 更新 

2019年 6月 12日 更新 

2019年 7月 9日 更新 

2019年 9月 13日 更新 

2019年 10月 8日 更新 
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2020年 3月 12日 更新 

2020年 11月 2日 更新 

2021年 3月 17日 更新 

2021年 4月 1日 更新 

2021年 7月 14日 更新 

2022年 7月 22日 更新 

2023年 3月 15日 更新 

2023年 5月 17日 更新 

 


