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記載の料金額は税抜金額です。 

□ 「スマホファミリー割」提供条件書 

 

「スマホファミリー割」（以下「本キャンペーン」といいます。）とは、 iPad Retinaディスプレイモデル、iPad mini、iPad（第3世代）、iPad 

2、iPadからSoftBank 4G LTE対応のiPad Air、 iPad mini Retinaディスプレイモデル、iPad mini またはiPad Retinaディスプレイモ

デル （以下SoftBank 4G LTE対応のiPad といいます。）に機種変更し、USIM単体契約での回線追加された場合に適用されるキャ

ンペーンです。 ※iPadはいずれもWi-Fi + Cellularモデルとします 

 

 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。 

 個人のお客さまであること 

 1 回線目は iPad Retina ディスプレイモデル、iPad mini、iPad（第 3 世代）、iPad 2、iPad  から SoftBank 4G LTE対応の

iPadへの機種変更(いずれも当社からご購入且つ購入した機種に対応した iPad専用USIMでご利用いただく必要があります。）を

行い、本キャンペーン期間中にお申し込みいただくこと。なお、対象となる機種変更の組み合わせは以下の通りとなります。 

機種変更前 機種変更後 

iPad（第 3 世代） 

iPad2 

iPad 

iPad Air  

iPad mini Retina ディスプレイモデル 

iPad mini  

iPad Retina ディスプレイモデル 

iPad Retina ディスプレイモデル 

iPad mini 

iPad Air  

iPad mini Retina ディスプレイモデル 

 

 本キャンペーンの適用は、以下を条件とします。 

 2 回線目は（iPad 専用）ベーシックデータ定額プランまたは（iPad 専用）ゼロから定額プラン、（iPad 専用）ベーシックデータ定

額プラン for 4G LTE または（iPad専用）ゼロから定額プラン F for 4G LTE に加入し、1 回線目は 2 回線目の回線追加申し

込み時点で（iPad専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE またはタブレットプラン（専用 2 年契約）およびデータ定額パッ

クへ加入中もしくは変更の申し込みを行うこと。 

※ 各料金プランは2年契約（自動更新）となり、更新月（契約期間満了の翌請求月）以外の解約等には契約解除料 9,500

円がかかります。契約期間は適用開始日から翌請求月末までを 1 ヵ月目として計算します。 

 2 回線目は 1 台までとなり、iPad専用 nano USIM カード、iPad専用micro USIM カード単体での新規加入であること。 

 1 回線目と同一名義かつ同一請求先でのご契約であること。 

 既に 2 回線目としてご利用中の回線を本キャンペーン対象機種へ機種変更し、それまで利用していた機種を新たに 2 回線目としてご

利用いただけます。 その場合、すでにご利用中の 2 回線目の本キャンペーンの割引は終了します。 

 既にご利用中の回線を 2 回線目とすることはできません。 

 スマホ下取り割 、2 回線目はスマホ BB割との併用はできません。 

 1 回線目と 2 回線目の契約内容を入れ替えすることはできません。 

 

 

 

 

 



 

 

「スマホファミリー割」 更新日：2016 年 10 月 3 日 
 

Copyright 2012 SOFTBANK corp. 

2/5 

 

記載の料金額は税抜金額です。 

 本キャンペーンでの割引内容は以下の通りとなります。 

 1 回線目の SoftBank 4G LTE 対応の iPadは本キャンペーンの割引は適用はされません。 

 2 回線目の本キャンペーンによる割引内容は以下の通りとなります。 

料金プラン(以下から 1 つ選択できます。)  

他の料金プランへの変更はできません。 

＜2 回線目が iPad Retina ディスプレイモデル、iPad mini の場合＞ 

「（iPad専用）ゼロから定額プラン F for 4G LTE」から「（iPad専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE」への変更のみ

可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

（iPad専用） 

ベーシックデータ定額プラン 

for 4G LTE 

・本キャンペーン適用時の基本使用料：4,200 円 ／月（2 年間）※ 

※2 回線目の新規加入月を 1 ヶ月目として、請求月単位で 25 ヶ月間となります。 

なお、26 ヵ月目以降は基本使用料 4,700 円／月が適用となります。 

・毎月ご利用のデータ量が 7G バイトを超えた場合、請求月末まで通信速度を送受信時

最大 128kbps に低速化いたします。 

・2年契約(自動更新)となり、更新月(契約期間満了の翌請求月)以外の解約等には契

約解除料(9,500）円)がかかります。 

・契約期間は適用開始日から翌請求月末までを 1 ヵ月目として計算します。 

・別途ウェブ使用料の加入が必要です。 

(月額使用料：300 円) 

（iPad専用） 

ゼロから定額プラン F 

for 4G LTE 

（iPad 専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE に代えて以下の料金を適用しま

す。 

・基本使用料：0 円※★～4,743 円 ／月 

※ １請求月内での国内パケット通信量が 500KB まで 0 円★ 

500KB を超えた場合、１パケットあたり 0.05 円として計算した通信料がかかり、上限

は 4,743 円となります。 

・毎月ご利用のデータ量が 7G バイトを超えた場合、請求月末まで通信速度を送受信時

最大 128kbps に低速化いたします。 

・2 年契約（自動更新）となり、更新月（契約期間満了の翌請求月）以外の解約な

どには契約解除料（9,500 円）がかかります。 

・契約期間は適用開始日から翌請求月末までを 1 ヵ月として計算します。 

・別途ウェブ使用料の加入が必要です。 

(月額使用料：300 円 、ただし 1 請求月内での国内パケット通信量が 500KB 以内の

場合は無料★となります。) 

＜2 回線目が iPad（第 3 世代）、iPad 2、iPad の場合＞ 

「（iPad専用）ゼロから定額プラン」から「（iPad専用）ベーシックデータ定額プラン」への変更のみ可能です。 

 

（iPad専用） 

ベーシックデータ定額プラン 

・本キャンペーン適用時の基本使用料：2,839 円 ／月（2 年間）※ 

※2 回線目の新規加入月を 1 ヶ月目として、請求月単位で 25 ヶ月間となります。 

なお、26 ヵ月目以降は基本使用料 4,200 円／月が適用となります。 

・2 年契約(自動更新)となり、更新月(契約期間満了の翌請求月)以外の解約等には

契約解除料(9,500 円)がかかります。 
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・契約期間は適用開始日から翌請求月末までを 1 ヵ月目として計算します。 

・別途ウェブ使用料の加入が必要です。 

(月額使用料：300 円) 

（iPad専用）ゼロから定額プラン 

（iPad専用）ベーシックデータ定額プランに代えて以下の料金を適用します。 

・基本使用料：0 円※★～4,743 円 ／月 

※ １請求月内での国内パケット通信量が 500KB まで 0 円★ 

500KB を超えた場合、１パケットあたり 0.05 円として計算した通信料がかかり、上限

は 4,743 円となります。 

・2 年契約（自動更新）となり、更新月（契約期間満了の翌請求月）以外の解約な

どには契約解除料（9,500 円）がかかります。 

・契約期間は適用開始日から翌請求月末までを 1 ヵ月として計算します。 

・別途ウェブ使用料の加入が必要です。 

(月額使用料：300 円、ただし 1 請求月内での国内パケット通信量が 500KB 以内

の場合は無料★となります。) 

iPad向け月月割(F) 1回線目のSoftBank 4G LTE対応の iPadへの機種変更により終了する iPad Retina

ディスプレイモデル、iPad mini、iPad（第3世代）、iPad 2、iPadの月月割相当額を、

2 回線目の毎月の利用料金から iPad 向け月月割(F)として割引します。 

契約事務手数料 無料 

機種変更／契約変更手数料 既に本キャンペーンの割引が適用されている 2 回線目を、それまで 1回線目で利用してい

た iPad Retina ディスプレイモデル/iPad mini へ機種変更/契約変更する場合は無料 

ユニバーサルサービス料 無料(2 年間※) 

※2 回線目の新規加入月を 1 ヶ月目として、請求月単位で 25 ヶ月間となります。 

  

★一般的にスマートフォンなどは、ソフトウエアやアプリケーションなどの仕様による通信などを自動で行います。データを自動で同期す

ることで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができます。自動通信により 2 段階定額（パケットし放題 for 

スマートフォン／標準プライスプラン／ゼロから定額／パケットし放題 for 4G LTE）では下限額を超えるパケット通信料が発生する

場合がありますので、あらかじめご了承ください。自動通信の停止は、「設定」⇒「一般」⇒「モバイルデータ通信」⇒「モバイルデータ

通信」をオフにすることで可能となります。また iPhone 5 /iPad（第 4 世代）/iPad mini をご使用のお客さまは、「設定」⇒「一

般」⇒「モバイルデータ通信」⇒「LTE をオンにする」をオフにする⇒「モバイルデータ通信」をオフにすることで自動通信の停止が可能と

なります。「モバイルデータ通信」をオフにする前に必ず「LTE をオンにする」をオフにしてください。（機種や iOS のバージョンにより一部

表示が異なります。詳細にてご確認下さい。）なお、設定をオフにした場合、インターネット閲覧などすべてのデータ通信が利用できな

くなります。 

 

 パケット定額サービスについて 

 オンライン上にデータを保存し、インターネット経由でデータをやり取りするいわゆる「クラウドサービス」などをご利用の場合、大量のデー

タ通信が発生する場合があります。iPhone・iPadの iOSは、バージョンによって「クラウドサービス」が標準搭載されておりますので、ご

利用の際はご注意ください。 

 自動通信により、海外でのご利用時にパケット通信料が数千円／日以上になる場合もございますので、海外パケットし放題の定額
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対象事業者でのご利用をお勧めします（初期設定では海外データローミング設定はオフとなっております。） 

 本サービスにご加入のお客さまにおいては、よりよいネットワーク品質を提供するため通信毎にトラフィック情報の収集、分析、蓄積を

行います。また、当社が別に定める通信において、通信の制御を行う場合があります。詳細は当社ホームページ

（http://www.softbank.jp/mb/r/notes/）をご確認ください。 

 一定期間に大量の通信をご利用されるお客さまに対して、通信速度を制限する場合があります。また、よりよいネットワーク品質を提

供するため通信毎にトラヒック情報の収集、分析、蓄積を行い、当社が別に定める通信において、制限を行う場合があります。詳細

はこちらでご確認ください。 

（http://www.softbank.jp/mb/r/notes/） 

 

 「iPad向け月月割(F)」 

 SoftBank 4G LTE対応の iPadへの機種変更により終了する iPad Retinaディスプレイモデル、iPad mini、iPad（第 3世代）、

iPad 2、iPad、の月月割相当額を上限として、2 回線目の毎月の利用料金(下記 1～4 の対象料金)から iPad 向け月月割(F)

として割引するサービスです。 

 iPad向け月月割(F)は iPad Retina ディスプレイモデル、iPad mini、iPad（第 3 世代）、iPad 2、iPad の月月割の適用が終

了している場合や iPad Retina ディスプレイモデル、iPad mini、iPad（第 3 世代）、iPad 2、iPad を iPad向け専用契約以

外で購入していた場合、適用されません。 

 iPad向け月月割(F)は2回線目の新規加入翌請求月から開始され、毎月の iPad向け月月割(F)割引対象料金の合計金額か

ら割引します。 

 iPad 向け月月割(F)対象の合計金額が月月割(F)額よりも少ない場合には、iPad 向け月月割(F)対象の合計金額のみの割引

となります。 

 iPad 向け月月割(F)適用期間中に機種変更／解約された場合や本キャンペーンが解除となる場合、iPad 向け月月割(F)の適

用はこれらの申し込みがなされた月の前月をもって終了いたしますのでご注意ください。 

 iPad向け月月割(F)の対象となる利用料金は以下の通りです。 

1.基本料・通信料 

（iPad専用）ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE、（iPad専用）ゼロから定額プラン F for 4G LTE、（iPad専用）ベー

シックデータ定額プラン、（iPad専用）ゼロから定額プラン、世界対応ケータイ通信料など 

2.月額使用料 

ウェブ使用料、通話料明細書など 

3.手数料 

契約変更手数料、機種変更手数料、USIM再発行手数料など 

 

 

 以下の場合、本キャンペーンは解除となります。 

 1 回線目が解約、譲渡、電話番号・メールアドレスお預かりサービスに申し込みを行った場合※ 

 2 回線目が本キャンペーン向け料金プラン以外への変更機種変更※、契約変更（家族回線を、それまでご本人さまが利用してい

た iPad Retina ディスプレイモデル、iPad mini で利用する場合は除く）、解約、譲渡、電話番号・メールアドレスお預かりサービス

に申し込み※を行った場合 

※キャンペーンが解除となる場合、2 回線目は以下料金サービスに変更となります。 

 

http://www.softbank.jp/mb/r/notes/
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2 回線目の機種 iPad Retina ディスプレイモデル 

iPad mini 

iPad（第 3 世代） 

iPad 2 / iPad 

料金プラン （iPad専用）ベーシックデータ定額プラン for 

4G LTE 

（iPad専用）ベーシックデータ定額プラン 

インターネット接続料 ウェブ使用料（i） ウェブ使用料（i） 

 

 本キャンペーンの内容変更について 

以下の条件に該当するお客さまについて、キャンペーンの内容を一部変更いたします。 

・2012 年 11 月 30 日～2014 年 10 月 23 日までに本キャンペーンの「ゼロから定額」にご加入かつ適用中のお客さま。 

詳細は、別紙「【別紙】スマホファミリー割（タブレット）提供条件書」 

（http://www.softbank.jp/mobile/special/family-usim/）をご参照ください。 

 

【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（http://www.softbank.jp）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を適用します。また、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。 

 


