「おうち割 光セット」 提供条件書 （2018 年1 月17 日以降の加入者向け）
■おうち割 光セットについて
「おうち割 光セット」（以下「本キャンペーン」といいます。）は、当社指定の固定通信サービスと iPhone、スマートフォン、SoftBank 携帯電話、
iPad（3G 端末を除きます。）、タブレット、モバイル Wi-Fi ルーターまたはモバイルシアター向けの回線※（以下「割引回線」といいます。）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。
※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。

■割引適用条件
以下の条件を全て満たす方に割引が適用されます。
1. 割引回線を対象料金サービスでご利用中であること。
2. 本キャンペーンにお申し込みのお客さま、もしくはそのご家族が対象固定通信サービス（下表）の契約者で指定オプション等をご利用中であるこ
と、または申し込みされていることを当社が確認すること。
3. 2018 年1 月17 日以降に本キャンペーンにお申し込みいただくこと。
・ 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。
※ 「おうち割 光セット（増額キャンペーン、東北・東海限定、モバイル Wi-Fi ルーター特典、2018 年1 月16 日以前にお申し込み分を含む）」及び「スマホ BB 割」を合算します。

11 回線以上お申し込みの場合、11 回線目以降の回線における本キャンペーンのお申し込みはキャンセルとなります。
・ 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及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。
・ 以下の機種は本キャンペーンの対象外となります。
dynapocket X02T、X01SC、HTC Desire X06HT、TOUCH DIAMOND X04HT、TOUCH PRO X05HT、X01T、X03HT、
X02K、X02HT
■対象固定通信サービス及び割引期間
固定通信サービスにより、3 年目以降の割引有無が異なります。
対象固定通信サービス

割引期間

SoftBank 光

永年

※1、※2、※3
※1、※3

SoftBank Air

Yahoo! BB ADSL

永年
永年

※4

Yahoo! BB バリュープラン

2 年間

SoftBank ブロードバンド ADSL（エンジョイ BB）

永年

Yahoo! BB 光シティ

永年

ホワイト BB※4

・

2 年間

ケーブルライン

永年

ひかり de トーク S（ケーブルライン）

永年

NURO 光 でんわ（ケーブルライン）

永年

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当社と提携して提供するサービスです。

※1 本キャンペーンと同時に SoftBank 光／Air をお申し込みされた場合、当該固定通信サービスのご利用料金は割引回線のご利用料金と合算して請求
されます。
※2 SoftBank 光（ファミリー・10 ギガを除きます。）の場合、「光BB ユニットレンタル」、「Wi-Fi マルチパック」／「Wi-Fi 地デジパック」及び「ホワイト光電話」／「光電話（N）＋
BB フォン」／「BB フォン」へのご加入が必要です。また、SoftBank 光 ファミリー・10 ギガの場合、「光BB ユニットレンタル」、「Wi-Fi マルチパック」※及び「ホワイト光電話」へのご
加入が必要となります
* 2021 年 3 月 17 日現在、SoftBank 光 ファミリー・10 ギガにおける Wi-Fi マルチパックは提供されていません。提供開始の時期が決まり次第、別
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途お知らせ致します。なお、「SoftBank 光 ファミリー・10 ギガ」へお申込みいただいたお客さまについては、2020 年 4 月 1 日から「Wi-Fi マルチパック」
提供開始までの期間は、本キャンペーンの適用を受けるために「Wi-Fi マルチパック」の加入を要しないものとします。
※3 「長期割引キャンペーン」が適用されている場合、本キャンペーンが優先して適用され、長期割引キャンペーンの適用は終了となります。
※4 2021 年 3 月 16 日をもって「Yahoo!BB バリュープラン」「ホワイト BB」での本キャンペーンの新規申し込み及び再申し込みの受付は終了しました。な
お、再申し込みとは、本キャンペーンの適用を受けているお客さまが、対象固定通信サービスの種類を変更して本キャンペーンの適用を申し込む場合を指
します。

■特典内容
以下の割引額を割引回線における毎月のデータ（パケット）定額サービスの定額料から割引します。
iPad、タブレット及びモバイル Wi-Fi ルーターで基本プラン（データ）／スマ放題／スマ放題ライト※以外にご加入の場合、基本料から割引します。
※ スマ放題は「通話定額基本料」「通話定額基本料（ケータイ）」「タブレット基本料」「Wi-Fi ルータープラン」「Wi-Fi ルータープラン（高速）」、スマ放題ライトは
「通話定額ライト基本料」「通話定額ライト基本料（ケータイ）」を指します。

基本プラン（音声）／基本プラン（データ）の場合
対象機種
iPhone
スマートフォン
SoftBank 携帯電話
iPad（Wi-Fi + Cellular モデル）
※3G iPad は対象外
タブレット
モバイル Wi-Fi ルーター
モバイルシアター

対象料金サービス

割引額（月額）
※5

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+※5
データプランメリハリ
データプランミニフィット

1,000 円
（1,100 円）

データプラン 50GB＋
データプランミニ

通話基本プランの場合
対象機種

対象料金サービス

iPhone
スマートフォン
※3G 端末は対象外

データ定額50GB プラス
データ定額ミニモンスター

割引額（月額）
1,000 円
（1,100 円）

スマ放題／スマ放題ライトの場合
対象機種

対象料金サービス
データ定額ミニ 1GB

iPhone
スマートフォン
SoftBank 携帯電話
iPad（Wi-Fi + Cellular モデル）
※ 3G iPad は対象外
タブレット

データ定額ミニ 2GB

割引額（月額）
500 円
（550 円）

データ定額 5GB
データ定額 20GB※6
データ定額 30GB
データ定額 50GB

1,000 円
（1,100 円）

データ定額パック・標準（8）
データ定額パック・大容量（10）
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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）
データ定額パック（シンプルスマホ）
データ定額（3G スマホ）

500 円
（550 円）

データ定額（3G ケータイ）
データ定額（おてがるプラン専用）
※5 「データプランメリハリ無制限」及び「データプランミニフィット+」には、基本プラン（データ）ではお申込みできません。
※6 「データ定額 20GB(U18)」（学割モンスターU18 向け）も割引額は同様です。

基本プラン（音声）／基本プラン（データ）／通話基本プラン／スマ放題／スマ放題ライト以外の場合
対象機種

対象料金サービス

割引額（月額）
※7

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※7

1,000 円
（1,100 円）

※8

パケットし放題フラット for スマートフォン

iPhone
スマートフォン

パケットし放題MAX for スマートフォン
パケットし放題フラット

500 円
（550 円）

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 シンプルスマホ
4G LTE 対応 iPad（Wi-Fi + Cellular モデル）

(iPad 専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE

500 円
（550 円）

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 for 4G

500 円
（550 円）

4G/LTE データし放題フラット N
モバイル Wi-Fi ルーター

4G データし放題フラット＋N
4G/LTE データし放題フラット

1,000 円
（1,100 円）

4G データし放題フラット＋
※7 「スマホファミリー割（2 回線目）」が適用されている場合、割引は適用されません。
※8 「スマホファミリー割（2 回線目）」が適用されている場合、割引額は 500 円(550 円)となります。









SIM 単体契約である対象料金サービスを含みます。
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、請求月単位で計算するものとします。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、対象固定通信サービス間の変更等を行った場合、割引期間は引き継がれます。
割引額は変更後の機種・料金サービスに従います。
「データシェアプラス」の子回線、「家族データシェア」、「法人データシェア」、iPad 向け「スマホファミリー割（2 回線目）」が適用中の場合、本
キャンペーンの割引は適用されません。
本キャンペーンの適用条件及び「家族おトク割」または「複数回線割引」の適用条件を満たす場合、割引額が大きい方のみを適用します。
「新Wi-Fi セット割」、「Wi-Fi セット割」、「U25 ボーナス」、「Pocket WiFi セット割」及び「おうち割 光セット モバイル Wi-Fi ルーター特典」
との併用はできません。

2018 年 1 月 16 日までに「おうち割 光セット」に加入した場合（2018 年 1 月 17 日以降に再申し込みされる場合※9 を含みます。）、
「おうち割 光セット（2018 年 1 月 17 日以降の加入者向け）」提供条件書
更新日：2021 年 7 月 14 日
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『「おうち割 光セット(旧︓スマート値引き)」 提供条件書 （2018 年1 月16 日までの加入者向け）』に記載の内容が適用されます。
※9 2018 年 1 月 16 日までに申し込んだ方向けの「おうち割 光セット(旧︓スマート値引き)」」の適用を受けているお客さまが、固定通信サービスの種類を
変更して同キャンペーンの適用を申し込む場合を指します。

■ 解除条件
 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までの適用をもって終了します。
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または変更した場合
 以下のいずれかに該当した場合、当該適用者の割引は前請求月までの適用をもって終了します。
1. 割引回線において、「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
2. 割引回線を解約または譲渡した場合
3. 特典が適用されている対象固定通信サービスや指定オプションの変更、解約等、適用条件を満たしていないことを当社が確認
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。）


固定通信サービスのお申し込み後 180 日経過後も、固定通信サービスの契約成立が当社にて確認されない場合※、本キャンペーンは、適
用開始日に遡って当然に解除されるものとし、それまでの割引額を割引回線のご利用料金に合算し請求いたします（この場合、適用中の
全割引回線について本キャンペーンを解除します。）。

※ 180 日経過以前にお客さまによりキャンセル等された場合も含みます。固定通信サービスを提供会社側都合でキャンセルされた場合は除きます。



本キャンペーン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、当該回線への適用を遡ってキャンセルいたします。

■ 以下のキャンペーンを適用中、または過去に適用されていたことがある場合の注意事項
「スマホ BB 割」／「おうち割 光セット（東北・東海限定）」／「おうち割 光セット 増額キャンペーン（北海道・東北限定）」／「おうち割 光セット
増額キャンペーン（九州限定）」／「おうち割 光セット 増額キャンペーン（スマ放題）」／「おうち割 光セット 増額キャンペーン（ホワイトプラン）」
／「おうち割 光セット 増額キャンペーン（SoftBank 光 ファミリー・ライト）」／「おうち割 光セット Wi-Fi ルーター特典」／「おうち割 光セット
（2018 年1 月16 日までの加入者向け）」／本キャンペーン
 本キャンペーンに加入または再加入される場合、割引期間は引き継がれます。
 上記キャンペーンにて 3 年目以降の割引が適用中の割引回線において、本キャンペーンに永年割引ではない固定通信サービスとセットでご加入
の場合、割引は適用されません。
 「スマホ BB 割」または「おうち割 光セット モバイル Wi-Fi ルーター特典」が適用中の場合、本キャンペーンお申し込みの当該請求月末をもって終
了となり、本キャンペーンの割引のみ適用されます。本キャンペーンの割引と重複する期間が発生した場合、割引額が大きいキャンペーンのみが適
用されます。
■その他注意事項
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。これによりお客様に何らかの損害が生じた場合でも当社は責任を負いませ
ん。
おうち割 光セット SoftBank 光サービス特典（旧︓スマート値引き SoftBank 光サービス特典）
「おうち割 光セット SoftBank 光サービス特典」（以下「本特典」といいます。）とは、本キャンペーンにおいて対象固定通信サービスが SoftBank
光である場合に、本提供条件書に定める提供料金にて、対象のオプションサービスをご利用いただくことができるキャンペーンです。

「おうち割 光セット（2018 年 1 月 17 日以降の加入者向け）」提供条件書
更新日：2021 年 7 月 14 日
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■適用期間
本特典の適用期間は、以下のとおりです。
適用開始月︓SoftBank 光の契約成立及び本キャンペーンの適用開始を当社にて確認した月
※ SoftBank 光と同時に指定オプションサービスをお申し込みの場合のみ、SoftBank 光の契約成立日より本特典を適用します（ホワイト光電話／光電話
（N）の開通工事が完了していない場合でも本特典が適用されます）。ただし、SoftBank 光の契約成立日を含む月の翌月末時点で本キャンペーンの適用
開始を確認できない場合は、本特典の適用を終了します。

適用終了月︓本キャンペーンの適用終了を当社にて確認した月の前月

■特典内容（SoftBank 光サービス特典）
本特典として、お申し込みいただくオプションサービスを以下の提供料金にて提供します。
・SoftBank 光 ファミリー・10 ギガ以外の場合
提供料金

オプションサービス
基本プラン

500 円（550 円）

基本プランα

1,000 円(1,100 円）

だれとでも定額 for 光電話

1,500 円(1,650 円)

基本プラン（N）

500 円（550 円）

スマート基本プラン（N）

1,500 円(1,650 円)

ホワイト光電話
光 BB ユニット
レンタル

Wi-Fi マルチパック
または

光電話（N）

Wi-Fi 地デジパック

及び
BB フォン

BB フォン

500 円（550 円）

・SoftBank 光 ファミリー・10 ギガの場合
提供料金

オプションサービス
光 BB ユニット
レンタル

Wi-Fi マルチパック*

基本プラン

500 円（550 円）

基本プランα

1,000 円（1,100 円）

だれとでも定額 for 光電話

1,500 円(1,650 円)

ホワイト光電話

※ 光電話（N）をご利用いただく場合、本特典適用期間中はホームゲートウェイ（N）または光電話機能の月額利用料金を無料にて提供します。ホームゲートウ
ェイ（N）と光電話機能（N）を重複してご契約される場合は、光電話機能のみ無料とします。
※ 本特典適用開始月より上記提供料金を適用するものとし、日割計算はいたしません。
* 2021 年 3 月 17 日現在、SoftBank 光 ファミリー・10 ギガにおける Wi-Fi マルチパックは提供されていません。提供開始の時期が決まり次第、別途お知らせ
致します。なお、「SoftBank 光 ファミリー・10 ギガ」へお申込みいただいたお客さまについては、2020 年 4 月 1 日から「Wi-Fi マルチパック」提供開始までの期間
は、本特典の適用を受けるために「Wi-Fi マルチパック」の加入を要せず、それ以外の指定オプションを上記提供料金で利用できるものとします。

■他特典との併用
・バリューパックをご利用の場合は、バリューパックの月額利用料金が優先して適用されますが、本特典適用期間中に光電話（N）をご
利用いただく場合は、ホームゲートウェイ（N）または光電話機能の月額利用料を無料にて提供します。
「おうち割 光セット（2018 年 1 月 17 日以降の加入者向け）」提供条件書
更新日：2021 年 7 月 14 日
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・モバイル Wi-Fi セット割が適用されている場合は、本特典が優先して適用され、モバイル Wi-Fi セット割の特典は適用されません。
・本特典の適用にあたり、一部のキャンペーン、割引を受けられない場合があります。
■その他注意事項
本特典は、予告なく終了し、または内容を変更する場合があります。これによりお客様に何らかの損害が生じた場合でも当社は責任を負いません。
【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、提供条件、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及び 5G 通信サービス契約約款並びに SoftBank 光及び各オプションサ
ービスに係る規約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。

変更履歴
2018 年 1 月 17 日 作成
2018 年 6 月 29 日 更新
2018 年 8 月 29 日 更新
2018 年 12 月 1 日 更新
2018 年 12 月 21 日 更新
2019 年 6 月 12 日 更新
2019 年 9 月 13 日 更新
2019 年 11 月 14 日 更新
2020 年 3 月 12 日 更新
2020 年 4 月 1 日 更新
2020 年 5 月 14 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

「おうち割 光セット（2018 年 1 月 17 日以降の加入者向け）」提供条件書
更新日：2021 年 7 月 14 日
ソフトバンク株式会社
記載の料金額は税抜価格、括弧内は税込価格となります。
消費税計算上請求金額と異なる場合があります。
Copyright 2018 SOFTBANK corp.
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