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記載の料金額は税込価格です 

 

「Wi-Fiセット割」提供条件書 

（2014年12月18日をもちまして、「Wi-Fiセット割」の受付を終了いたしました。） 

 

■ Wi-Fiセット割について 

 「Wi-Fiセット割」（以下「本キャンペーン」）は、対象データ通信端末と iPhone 5以降の iPhone 、SoftBankスマートフォン（以下「対

象スマートフォン」）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 

 本キャンペーンは、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. 対象スマートフォンを以下の料金サービスでご利用中または申し込むこと 

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データ通信端末を以下の料金サービスでご利用中または申し 

込むこと 

4. 本キャンペーン期間内にお申し込みいただくこと 

5. 本キャンペーンに加入されていない、または加入したことがないこと 

6. 以下の事業者間の情報開示についてご同意いただくこと 

当社のネットワークを提供する MVNO事業者（株式会社ノジマ、株式会社ヤマダ、株式会社ラネット等）は、本キャンペーンの加

入者数の審査のため、各事業社間での本キャンペーン加入状況の情報を確認させて頂く場合があります。 

また、上記事業者は、本キャンペーンの加入申込者に対して、本キャンペーンの適用状況を開示する場合があります。 

 スマートフォン 対象機種・対象料金サービス 

対象機種 対象料金サービス 

ソフトバンク
※1

 

iPhone5以降  
スマ放題 通話定額基本料 

パケットし放題フラット for 4G LTE  

4Gスマートフォン 
スマ放題 通話定額基本料 

パケットし放題フラット for 4G  

3Gスマートフォン 

スマ放題 通話定額基本料 

パケットし放題フラット forスマートフォン 

パケットし放題MAX forスマートフォン 

 データ通信端末 対象機種・対象料金サービス 

対象機種 対象料金サービス 

ソフトバンク
※2

 ソフトバンクモバイル指定の機種 

4G/LTE データし放題フラット
※4

 

4Gデータし放題フラット＋
※4 

4G/LTE データし放題フラットN
※5

 

4Gデータし放題フラット＋N
※5 

ワイモバイル
※3

 ワイモバイル指定の機種・料金サービス 

※1 ディズニーモバイル・オン・ソフトバンクのスマートフォンも対象となります。 

※2 ソフトバンクのネットワークを提供する一部の MVNO 事業者のサービスも対象となります。その場合、本キャンペーンの適用にはソフトバンクのスマートフォンとのご加入が必要です。

対象となるMVNO事業者は、ご利用のデータ通信端末の契約先へご確認ください。 

※3 ワイモバイルのMVNO事業者のサービスも対象となります。対象となるMVNO事業者はホームページ（http://emobile.jp/support/online/pdf/rs_wifisetwari.pdf）をご

確認ください。 

※4 2年契約または4年契約のいずれかのご契約が必要となります。（4G/LTEデータし放題フラットは2年契約のみとなります。） 

※5 専用2年契約の適用が必要となります。「4G/LTEデータし放題フラットN」「4Gデータし放題フラット＋N」の詳細については、各提供条件書をご覧ください。 

 本キャンペーンの適用回線数は対象データ通信端末回線1回線に対して、対象スマートフォン回線最大5回線です。（ソフトバンク、ワイモバイ

ルで合計します。） 
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記載の料金額は税込価格です 

 データ通信端末回線の契約者とスマートフォン回線の契約者の名義が異なる場合、本キャンペーンにお申し込みの際にデータ通信端末回線契約

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。 

■ 特典および割引期間 

  特典および割引期間は、データ通信端末回線の契約年数により異なります。 

 データ通信端末回線： ソフトバンク  2年契約 

 データ通信端末回線： ワイモバイル 2年契約、3年契約 

対象料金サービス 割引期間 割引額（月額） 

iPhone5以降 

スマ放題 通話定額基本料 無期限 500円 

パケットし放題フラット for 4G LTE
※5

 
2年間 1,008円 

3年目以降 802円 

 ホワイト学割2011/2012適用時 
2年間 468円 

3年目以降 262円 

4Gスマートフォン 

スマ放題 通話定額基本料 無期限 500円 

パケットし放題フラット for 4G
※5

 
2年間 1,008円 

3年目以降 802円 

 ホワイト学割2011/2012適用時 
2年間 468円 

3年目以降 262円 

3Gスマートフォン 

スマ放題 通話定額基本料 無期限 500円 

パケットし放題フラット for スマートフォン 
2年間 1,008円 

3年目以降 802円 

 ホワイト学割2011適用時 
2年間 468円 

3年目以降 262円 

パケットし放題MAX for スマートフォン 
2年間 1,008円 

3年目以降 802円 

 

 データ通信端末回線： ソフトバンク  4年契約 

 データ通信端末回線： ワイモバイル 4年契約 

対象料金サービス 割引期間 割引額（月額） 

iPhone5以降 

スマ放題 通話定額基本料 

無期限 

500円 

パケットし放題フラット for 4G LTE
※5

 1,008円 

 ホワイト学割2011/2012適用時 468円 

4Gスマートフォン 

スマ放題 通話定額基本料 500円 

パケットし放題フラット for 4G
※5

 1,008円 

 ホワイト学割2011/2012適用時 468円 

3Gスマートフォン 

スマ放題 通話定額基本料 500円 

パケットし放題フラット for スマートフォン 1,008円 

 ホワイト学割2011適用時 468円 

パケットし放題MAX for スマートフォン 1,008円 

※5 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」の定額料割引は適用されません。 

 記載の金額を税込総額から割引します。消費税率に関わらず割引額に変更はありません。 

 本キャンペーンによるデータ通信端末回線への割引はありません。 

 割引は、お申し込みの翌請求月から適用されます。（お申し込み内容により、翌々請求月から適用される場合があります。）  

 本キャンペーンを継続してスマートフォンの機種変更や料金サービスの変更をした場合、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。 

 データ通信端末回線で 2年契約/3年契約/4年契約間の変更をした場合、変更お申し込みの翌請求月より変更後の契約に基づく割引額が適
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用されます。その際、割引期間は変更後の契約へ引き継がれます。 

 「Pocket Wi-Fiセット割」、「新Wi-Fiセット割」、「スマホBB割」、「 スマホBB割 with BBIQ 」、「 スマホファミリー割2回線目（3Gスマー

トフォンの場合）」など一部キャンペーンとの併用はできません。 

 「のりかえ学割」「かいかえ割」「iPhone家族感謝割」の一部の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。 

 

  

 

■ データ通信端末の2年契約 / 4年契約について 

 本キャンペーンの適用には「4G/LTEデータし放題フラット」、「4Gデータし放題フラット＋」にご加入の上、2年契約または4年契約
※6
のいずれか

を契約していただく必要があります。 

※6 4年契約は、2014年8月31日をもって受付終了となります。「4G/LTEデータし放題フラット」は2年契約のみとなります。 

 2年契約は、適用開始日から翌請求月末を 1 ヵ月目として、請求月単位で 24 ヵ月目（2年契約）の末日で契約期間が満了となります。この

場合、お客さまから解除の申し出がない限り、契約期間の満了日の翌請求月（以下、「更新月」と記載します。)から 2年間（24 ヵ月間）の自

動更新となります（以降も同様に続きます）。なお、請求締日の変更等により、契約期間が24ヵ月に満たない場合があります。 

 

 4年契約は、適用開始日から翌請求月末を 1 ヵ月目として、請求月単位で 48 ヶ月目（4年契約）の末日で契約期間が満了となります。この

場合、お客さまから解除の申し出がない限り、更新月から 4 年間（48 ヶ月間）の自動更新となります（以降も同様に続きます）。なお、請求

締日の変更等により、契約期間が48ヶ月間に満たない場合があります。また、「Wi-Fiセット割」を解除した場合も、契約期間は引き継ぎます。 

 更新月以外の請求月に4年契約から2年契約へ変更した場合
※7
や、対象外料金サービスへ変更した場合、または対象データ通信端末の回線

を解約した場合、当該契約は解除となり、契約解除料9,500円（税抜）をお支払いいただきます（翌請求月に加算）。 

※7 スマ放題 Wi-Fiルータープラン専用2年契約へ変更の場合は除きます。 

 2年契約から4年契約へ変更した場合、契約期間は引き継ぎ、契約解除料は免除となります。 

 

■ Wi-Fiセット割の解除について 

 スマートフォン回線において以下を行った場合、本キャンペーンは解除 となり、割引は当該請求月末で終了します。 

1. 対象機種以外への機種変更 

2. 対象料金サービスの解除もしくは変更 

3. 対象機種回線の解約または譲渡 

 データ通信端末回線において以下を行った場合、本キャンペーンは解除 となり、全スマートフォン回線の割引は当該請求月末で終了します。 

1. 対象機種以外への機種変更 

2. 対象料金サービスの解除もしくは変更 

3. 対象機種回線の解約または譲渡 

4. 専用2年契約の解除または2年単位での継続利用を契約いただくサービス以外の料金プランへ変更された場合 

5. 「Pocket Wi-Fiセット割」へのお申し込み 

 本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

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。 


