
主な対象機種と新価格は下記を参照ください。

下記に記載のない対象製品の新価格については7/13（水）以降にこちらをご確認ください。

ソフトバンク

https://www.softbank.jp/mobile/

ワイモバイル

https://ymobile.jp/s/vSDYo

記載の⾦額は特に断りがない限り税込です。

新トクするサポートは特典適用時に機種の回収・査定完了が必要となります。

新トクするサポートはソフトバンクの回線契約がなくてもご購入いただけます。

現⾦販売価格/割賦販売価格 〈新トクするサポート 適用時※1〉

(賦払⾦)
25ヵ月目※2に特典利用申し込み

&機種回収した場合※3

111,600 円 55,800 円

(2,325 円x48カ月) (2,325 円x24カ月)

119,520 円 59,760 円

(2,490 円x48カ月) (2,490 円x24カ月)

135,360 円 67,680 円

(2,820 円x48カ月) (2,820 円x24カ月)

96,480 円 48,240 円

(2,010 円x48カ月) (2,010 円x24カ月)

102,960 円 51,480 円

(2,145 円x48カ月) (2,145 円x24カ月)

119,520 円 59,760 円

(2,490 円x48カ月) (2,490 円x24カ月)

73,440 円 36,720 円

(1,530 円x48カ月) (1,530 円x24カ月)

81,360 円 40,680 円

(1,695 円x48カ月) (1,695 円x24カ月)

99,360 円 49,680 円

(2,070 円x48カ月) (2,070 円x24カ月)

※1

※2　

※3　

 iPhone SE

（第3世代）

64GB

128GB

256GB

7月13日（水）よりソフトバンク、ワイモバイルで取扱中のApple製品（iPhone / iPad / Apple Watch 等)の販売価格を改定させていただきます。

2022 年 7 月 12 日

Apple製品の価格改定のご案内

■48回払い　※移動機+USIMセット販売時

【頭⾦】0 円   【割賦条件】支払回数 48 回/支払期間 49 ヵ月(実質年率 0%) 

iPhone 12

iPhone 12 mini

256GB

機種は、特典利用の申し込みの翌月末までに当社指定の条件に基づく回収・査定完了が必要です。

ウェアラブルデバイスは、購入時のバンドも、回収・査定が必要です。

回収する機種が破損などで査定条件を満たさない場合、機種の回収に加えて22,000円（不課税）のお支払いが必要です。

ウェアラブルデバイスの場合、本体が査定基準を満たすものの、バンドのみが査定基準を満たさない場合は、2,000円（不課税）のお支払い

が必要です。

お客さまが特典を利用されるタイミングによって、お支払い不要となる⾦額が変わってきます

お申し込み状況などによって時期が前後にずれることがあります。

お客さまの特典受付開始日は、My SoftBankなどの契約者管理サイト上でご確認いただくことができます。

64GB

128GB

256GB

64GB

128GB

https://www.softbank.jp/mobile/
https://ymobile.jp/s/vSDYo


現⾦販売価格/割賦販売価格 〈新トクするサポート 適用時※1〉

(賦払⾦)
25ヵ月目※2に特典利用申し込み

&機種回収した場合※3

138,240 円 69,120 円

(2,880 円x48カ月) (2,880 円x24カ月)

155,520 円 77,760 円

(3,240 円x48カ月) (3,240 円x24カ月)

190,800 円 95,400 円

(3,975 円x48カ月) (3,975 円x24カ月)

116,640 円 58,320 円

(2,430 円x48カ月) (2,430 円x24カ月)

134,640 円 67,320 円

(2,805 円x48カ月) (2,805 円x24カ月)

169,920 円 84,960 円

(3,540 円x48カ月) (3,540 円x24カ月)

169,920 円 84,960 円

(3,540 円x48カ月) (3,540 円x24カ月)

187,200 円 93,600 円

(3,900 円x48カ月) (3,900 円x24カ月)

222,480 円 111,240 円

(4,635 円x48カ月) (4,635 円x24カ月)

257,760 円 128,880 円

(5,370 円x48カ月) (5,370 円x24カ月)

187,200 円 93,600 円

(3,900 円x48カ月) (3,900 円x24カ月)

205,200 円 102,600 円

(4,275 円x48カ月) (4,275 円x24カ月)

240,480 円 120,240 円

(5,010 円x48カ月) (5,010 円x24カ月)

275,760 円 137,880 円

(5,745 円x48カ月) (5,745 円x24カ月)

※1

※2　

※3　

■48回払い　※移動機+USIMセット販売時

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

128GB

iPhone 13 Pro Max

256GB

512GB

1TB

512GB

1TB

128GB

256GB

512GB

128GB

256GB

512GB

128GB

256GB

【頭⾦】0 円   【割賦条件】支払回数 48 回/支払期間 49 ヵ月(実質年率 0%) 

機種は、特典利用の申し込みの翌月末までに当社指定の条件に基づく回収・査定完了が必要です。

ウェアラブルデバイスは、購入時のバンドも、回収・査定が必要です。

回収する機種が破損などで査定条件を満たさない場合、機種の回収に加えて22,000円（不課税）のお支払いが必要です。

ウェアラブルデバイスの場合、本体が査定基準を満たすものの、バンドのみが査定基準を満たさない場合は、2,000円（不課税）のお支払い

が必要です。

お客さまが特典を利用されるタイミングによって、お支払い不要となる⾦額が変わってきます

お申し込み状況などによって時期が前後にずれることがあります。

お客さまの特典受付開始日は、My SoftBankなどの契約者管理サイト上でご確認いただくことができます。



現⾦販売価格/割賦販売価格 〈新トクするサポート 適用時※1〉

(賦払⾦)
25ヵ月目※2に特典利用申し込み

&機種回収した場合※3

149,760 円 74,880 円

(3,120 円x48カ月) (3,120 円x24カ月)

165,600 円 82,800 円

(3,450 円x48カ月) (3,450 円x24カ月)

198,000 円 99,000 円

(4,125 円x48カ月) (4,125 円x24カ月)

262,080 円 131,040 円

(5,460 円x48カ月) (5,460 円x24カ月)

326,160 円 163,080 円

(6,795 円x48カ月) (6,795 円x24カ月)

194,400 円 97,200 円

(4,050 円x48カ月) (4,050 円x24カ月)

210,240 円 105,120 円

(4,380 円x48カ月) (4,380 円x24カ月)

242,640 円 121,320 円

(5,055 円x48カ月) (5,055 円x24カ月)

306,720 円 153,360 円

(6,390 円x48カ月) (6,390 円x24カ月)

371,520 円 185,760 円

(7,740 円x48カ月) (7,740 円x24カ月)

120,240 円 60,120 円

(2,505 円x48カ月) (2,505 円x24カ月)

144,720 円 72,360 円

(3,015 円x48カ月) (3,015 円x24カ月)

78,480 円 39,240 円

(1,635 円x48カ月) (1,635 円x24カ月)

102,960 円 51,480 円

(2,145 円x48カ月) (2,145 円x24カ月)

108,000 円 54,000 円

(2,250 円x48カ月) (2,250 円x24カ月)

132,480 円 66,240 円

(2,760 円x48カ月) (2,760 円x24カ月)

※1

※2　

※3　

iPad Air

(第5世代)

iPad Pro 12.9

(第5世代)

64GB

256GB

128GB

256GB

iPad Pro 11

(第3世代)

iPad mini

(第6世代)

64GB

256GB

64GB

256GB

機種は、特典利用の申し込みの翌月末までに当社指定の条件に基づく回収・査定完了が必要です。

ウェアラブルデバイスは、購入時のバンドも、回収・査定が必要です。

回収する機種が破損などで査定条件を満たさない場合、機種の回収に加えて22,000円（不課税）のお支払いが必要です。

ウェアラブルデバイスの場合、本体が査定基準を満たすものの、バンドのみが査定基準を満たさない場合は、2,000円（不課税）のお支払い

が必要です。

お客さまが特典を利用されるタイミングによって、お支払い不要となる⾦額が変わってきます

128GB

256GB

512GB

1TB

2TB

512GB

1TB

2TB

■48回払い　※移動機+USIMセット販売時

【頭⾦】0 円   【割賦条件】支払回数 48 回/支払期間 49 ヵ月(実質年率 0%) 

iPad

(第9世代)

お申し込み状況などによって時期が前後にずれることがあります。

お客さまの特典受付開始日は、My SoftBankなどの契約者管理サイト上でご確認いただくことができます。



現⾦販売価格/割賦販売価格 〈新トクするサポート 適用時※1〉

(賦払⾦)
25ヵ月目※2に特典利用申し込み

&機種回収した場合※3

51,840 円 25,920 円

(1,080 円x48カ月) (1,080 円x24カ月)

55,440 円 27,720 円

(1,155 円x48カ月) (1,155 円x24カ月)

80,640 円 40,320 円

(1,680 円x48カ月) (1,680 円x24カ月)

84,960 円 42,480 円

(1,770 円x48カ月) (1,770 円x24カ月)

107,280 円 53,640 円

(2,235 円x48カ月) (2,235 円x24カ月)

114,480 円 57,240 円

(2,385 円x48カ月) (2,385 円x24カ月)

114,480 円 57,240 円

(2,385 円x48カ月) (2,385 円x24カ月)

120,240 円 60,120 円

(2,505 円x48カ月) (2,505 円x24カ月)

※1

※2　

※3　

・ 記載されている価格は、ソフトバンクショップ（直営店）で購入する場合の価格です。販売店によって販売価格が異なります。

・

新トクするサポート注意事項

【特典内容】

【特典利用条件】

【査定基準】

【終了条件】

【その他注意事項】

・機種の割賦債務が完済済みである場合又は機種が査定基準を満たしていないときに割賦残債務が22,000円（ウェアラブルデバイスのバンド

のみ査定基準を満たさないときは2,000円。あんしん保証パック サービス加入者は当社ホームページに定める⾦額）以下の場合は、特典を利

用できません。

・特典又は1年くりあげオプションのいずれかの利用を申し込みした場合、その申込みを撤回又は取消しすることはできず、また再度利用申

込みすることもできません。

・機種の回収時に、古物営業法に基づく本人確認を実施します。

・下取りプログラムと併用不可

・機種の査定完了日が属する請求月の翌請求月以降分（最大24回分）の機種の分割支払⾦・賦払⾦（頭⾦は対象外）のお支払いが不要になり

ます。

25か月目以降に、次の条件を全て満たすことが必要です。

➀電話番号（ソフトバンクユーザー）又は機種契約番号（ソフトバンクユーザー以外）を申告の上、特典の利用を当社に申し込むこと

②特典利用の申込日が属する月の翌月末までに、当社が機種を回収し、査定完了すること。

③機種が査定基準を満たしていること、かつ、IMEI（ウェアラブルデバイスはIMEI又はシリアル番号）を確認できること

④特典利用の申込みの時点で、プログラムを解約、解除又は終了していないこと

⑤当社に負担する債務の支払いを怠っていないこと

・査定時点における最新の当社の下取りプログラムの判定基準に従います。

次のいずれかに該当する場合、プログラムの適用を終了します。

➀機種を譲渡した場合。但し、家族割引加入中の家族間での名義変更を除く。

②機種の割賦債務を完済した場合又は一括弁済の申し込みをした場合

【頭⾦】0 円   【割賦条件】支払回数 48 回/支払期間 49 ヵ月(実質年率 0%) 

41mm

■48回払い

機種は、特典利用の申し込みの翌月末までに当社指定の条件に基づく回収・査定完了が必要です。

ウェアラブルデバイスは、購入時のバンドも、回収・査定が必要です。

回収する機種が破損などで査定条件を満たさない場合、機種の回収に加えて22,000円（不課税）のお支払いが必要です。

ウェアラブルデバイスの場合、本体が査定基準を満たすものの、バンドのみが査定基準を満たさない場合は、2,000円（不課税）のお支払い

が必要です。

お申し込み状況などによって時期が前後にずれることがあります。

お客さまの特典受付開始日は、My SoftBankなどの契約者管理サイト上でご確認いただくことができます。

お客さまが特典を利用されるタイミングによって、お支払い不要となる⾦額が変わってきます

契約時に別途契約事務⼿数料/契約変更⼿数料/機種変更⼿数料が発⽣します。

40mm

44mm

Apple Watch SE

45mm

Apple Watch Series 7

ステンレスケース

+ ミラネーゼループ

41mm

45mm

41mm

45mm

Apple Watch Series 7

アルミニウムケース

+ スポーツバンド

Apple Watch Series 7

ステンレスケース

+ スポーツバンド


