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ホワイト学割with家族2010 提供条件書

 「ホワイト学割with家族2010」について

「ホワイト学割with家族2010」は、対象のお客さまがSoftBank 3G携帯電話もしくはiPhone 3G（以下、併せて「SoftBank 3G携帯電話」と記載

します）の購入を伴う新規加入と同時にお申し込み頂いた場合に限り、適用されるキャンペーン（以下、「当キャンペーン」と記載します）で

す。

当キャンペーンが適用された場合、ホワイトプランもしくはホワイトプラン（i）（以下、併せて「ホワイトプラン」と記載します）の基本使用料

（日割計算される場合は日割計算後の基本使用料）無料・パケットし放題(ホワイト学割)・S!ベーシックパックをキャンペーン期間に応じて適

用します。

また、当キャンペーンが適用された学生のお客さま（当キャンペーン申し込み時に学生である方、ディズニー・モバイル携帯電話でのキャ

ンペーン適用者を含み、以下、併せて「適用者（学生）」と記載します）のうち、ソフトバンクをご利用のお客さま向けに、通信料のみで利用

できるコンテンツ学割クラブ（適用者（学生）向けポータルサイト）を提供いたします。

 当キャンペーンにお申し込み頂けるお客さまは、以下の通りです。

1. 当社が指定する条件を満たす学生のお客さま（以下、「学生のお客さま」と記載します）

2. 1に該当する学生のお客さまのご家族（以下、「ご家族」と記載します）

 学生とは、未就学児童、または小学校以上で連続12ヶ月以上の就学期間を要し、かつ入学・卒業が年2回以下で固定されているな

ど、当社が指定する条件を満たしている学校に在籍するお客さまを言います。

 学生のお客さまは、以下の条件を満たす場合に当キャンペーンへお申し込み頂けます。

1. SoftBnak 3G携帯電話の購入を伴う新規加入と同時のお申し込みであること

2. ホワイトプランに加入すること

3. パケットし放題(ホワイト学割)/パケットし放題forスマートフォン(ホワイト学割)/パケットし放題for スマートフォン（ホワイト学割

キャンペーン）/パケットし放題フラットのいずれか（以下、「当社指定のパケット定額サービス」と記載します）に加入すること

4. S!ベーシックパックに加入すること

5. お申し込み時点で未就学児童もしくは当社が指定する条件を満たす学校に在籍していること

6. 当社が指定する期間にお申し込み頂いていること

7. 現在もしくは過去に、同一名義（ご契約者またはご使用者）の「ホワイト学割」、「ホワイト学割with 家族」もしくは当キャンペーン

が適用されていないこと

8. 現在もしくは過去に、同一名義（ご契約者またはご使用者）のディズニー・モバイル携帯電話にて、「ホワイト学割with 家族」、

「ホワイト学割with家族2010」が適用されていないこと

9. 携帯電話ご使用者本人の来店であること

 ご家族は、以下の条件を満たす場合に当キャンペーンへお申し込み頂けます。

1. SoftBnak 3G携帯電話の購入を伴う新規加入と同時のお申し込みであること

2. ホワイトプランに加入すること

3. 当社指定のパケット定額サービスに加入すること

4. S!ベーシックパックに加入すること

5. お申し込み時点で、学生のお客さまに当キャンペーン（ディズニー・モバイル携帯電話の「ホワイト学割with家族2010」を含む）

が適用されていること

6. 適用者（学生）と同じ「ホワイト家族24」（ディズニー・モバイル携帯電話の「ホワイト家族24（D）」を含み、以下、併せて「家族割

引」と記載します）にご加入頂いていること

7. 当社が指定する期間にお申し込み頂いていること

8. 現在もしくは過去に、同一名義（ご契約者またはご使用者）の「ホワイト学割」、「ホワイト学割with 家族」もしくは当キャンペーン

が適用されていないこと

9. 現在もしくは過去に、同一名義（ご契約者またはご使用者）のディズニー・モバイル携帯電話にて、「ホワイト学割with 家族」、

「ホワイト学割with家族2010」が適用されていないこと

10. 携帯電話ご使用者本人の来店であること

 学生のお客さまの当キャンペーンへのお申し込みには、当社が指定する条件を満たす学校への在籍を証明する書類が必要です。

なお、学生のお客さまが満15歳以下の場合、学生のお客さまの年齢を確認できる書類が在籍を証明する書類となります。

 家族割引へのお申し込みには、家族関係の申告および家族関係を証明する書類が必要です。なお、「ホワイト家族24」の詳細は、カ

タログ等をご確認ください。
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 法人契約のお客さまは、当キャンペーンにお申し込み頂けません。

 当キャンペーン対象のお客さま（ご契約者またはご使用者）お一人につき１回線のみお申し込み可能です。

 携帯電話のご契約者名義は、原則、ご使用者の名義でご契約いただきます。なお、ご使用者が12歳未満の場合は、親権者名義でご

契約頂きます。

 ご使用者の名義以外でご契約の場合は、ご使用者との家族関係の証明書類が必要です。

 当キャンペーンのお申し込みにあたって、携帯電話のご使用者情報を登録させて頂きます。

 当キャンペーンをお申し込みのお客さまは、お申し込み頂く特典をお選びいただきます。 また、当キャンペーンの適用期間は、

学生のお客さまとご家族によって異なります。

＜学生のお客さまがお選びいただける特典＞

① ホワイトプラン基本使用料37ヶ月無料

② ホワイトプラン基本使用料32ヶ月無料およびしゃべって歩くお父さんストラップ

＜ご家族がお選びいただける特典＞

① ホワイトプラン基本使用料16ヶ月無料

② ホワイトプラン基本使用料11ヶ月無料およびしゃべって歩くお父さんストラップ

＜キャンペーン適用期間＞

① 学生のお客さま・・・37ヶ月間

② ご家族・・・16ヶ月間

 当キャンペーンが適用となった請求月を1ヶ月目として、請求月単位で当キャンペーンを適用します。なお、請求締日の変更等により、

キャンペーン適用期間の月数に満たない場合があります。

 適用者（学生）、もしくは当キャンペーンが適用されているご家族（以下、「適用者（家族）」と記載します）が以下に該当した場合、翌請求月

より当キャンペーンの適用は解除されます。

1. ホワイトプラン以外の料金プランへ変更された場合

2. 当社指定のパケット定額サービスを解除もしくは当社指定のパケット定額サービス以外のパケット定額に変更された場合

3. S!ベーシックパックを解除された場合

4. 回線の譲渡もしくは使用者名義の変更をされた場合

 適用者（家族）が、以下に該当した場合は、前述の条件に該当していなくとも、翌請求月より当キャンペーンの適用は解除されます。

1. 適用者（学生）との家族割引を解除された場合

2. 適用者（学生）のキャンペーン適用が解除された場合

 当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り消しさせて頂きま

す。

 ご家族が学生のお客さまよりも先に新規加入された場合でも、学生のお客さまの「ホワイト学割with家族2010」への加入を当社が確

認できれば、先行して新規加入されたご家族(以下、「先行ご家族」と記載します。)にも「ホワイト学割with 家族2010」を適用いたしま

す。

 以下の条件を満たしている場合、先行家族に「ホワイト学割with家族2010」を適用いたします。

1. 先行ご家族の新規ご加入後、14日以内に学生のお客さまが「ホワイト学割with家族2010」に新規加入頂いていること

2. 先行ご家族および学生のお客さまの新規加入が、SoftBank３G 携帯電話の購入を伴う新規加入であること

3. ホワイトプランに加入していること

4. S!ベーシックパックに加入していること

3. 適用者（学生）と同じ「ホワイト家族24」（ディズニー・モバイル携帯電話の「ホワイト家族24（D）」を含み、以下、併せて「家族割

引」と記載します）にご加入されること

4. 当社が指定する期間にお申し込み頂いていること

5. 現在もしくは過去に「ホワイト学割」、「ホワイト学割with家族」もしくは当キャンペーンが適用されていないこと

6. 現在もしくは過去に、同一名義（ご契約者またはご使用者）のディズニー・モバイル携帯電話にて、「ホワイト学割with 家族」、

「ホワイト学割with家族2010」が適用されていないこと

 先行ご家族に「ホワイト学割with家族2010」が適用となる場合、特にお申し込みがなくとも翌請求月から「ホワイト学割with家族2010」

が適用となり、当社指定のパケット定額サービスを適用いたします。
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 パケット定額サービスは、先行ご家族のパケット定額サービスのご加入状況により、適用されるサービスが異なります。

1. 2010年4月26日以前にソフトバンクモバイルにご契約の場合、ご契約時点のパケット定額サービスが適用されます。

2. iPhone3Gにてお申込の場合、適用されるパケット定額サービスは下表の通りです。

3. パケットし放題にご加入の場合、パケットし放題（ホワイト学割）を適用いたします。

4. パケット定額サービスに未加入もしくは上記以外のパケット定額サービスにご加入中の場合、パケットし放題（ホワイト学割）を

適用いたします。

 「ただともプログラム」の特典を選択されている場合でも、「ホワイト学割with 家族2010」が適用された場合は、選択された特典は無

効となります。

 「のりかえ割」の適用条件を満たしている場合でも、「ホワイト学割with家族2010」が適用された場合は、「のりかえ割」の適用は無効

となります。

【併用可能割引サービス】

Wホワイト／家族割引（ホワイトプラン）／ホワイトコール24

※各割引サービスの詳細は、各項目もしくは料金ガイドブックをご確認ください。

 ホワイトプラン基本使用料無料について

キャンペーン適用期間中のホワイトプランの基本使用料（９８０円（税込）／月）を無料とさせていただきます。

・ 適用者（学生）および適用者（家族）が対象となります。

・ 新規加入月および解約月（当キャンペーン適用期間中に解約された場合に限ります）は、日割り計算後の基本使用料を無料としま

す。

・ 当キャンペーンが適用となった請求月を1ヶ月目として、請求月単位でキャンペーン適用期間分の基本使用料が無料となります。

・ 当キャンペーンの適用が解除された場合、解除された請求月より通常料金となります。

・ ホワイトプランは2 年契約で自動更新となり、更新月以外の解約等にはに契約解除料（９,９７５円）がかかります。また、契約更新月の

翌請求月、翌々請求月の基本使用料が無料となります。ただし、ホワイトプランの基本使用料無料期間と「ホワイト学割ｗｉｔｈ家族

2010」の適用期間が重複する場合、「ホワイト学割with家族2010」の基本使用料無料のみを適用します。

ホワイトプランの詳細については、カタログ等をご確認ください。

■パケットし放題（ホワイト学割）／パケットし放題forスマートフォン（ホワイト学割）のご利用にあたって

・ 「ホワイト学割ｗｉｔｈ家族2010」が適用されているお客さまのみご利用いただけます。

・ 「ホワイト学割with 家族2010」加入時に自動適用となります。パケットし放題フラット以外のパケット定額サービスへの変更はできませ

ん。なお、iPhoneをご利用の場合には、パケットし放題forスマートフォン（ホワイト学割）が自動適用となり、パケットし放題フラット以外

のパケット定額サービスへの変更はできません。

・ ソフトバンクへ新たにご加入されるお客さまが「ホワイト学割with家族2010」にお申し込みの場合は、加入日から適用となります。また、

ソフトバンクを解約される場合は、解約日までの適用となります。

・ 「ホワイト学割ｗｉｔｈ家族2010」が適用された請求月を１ヶ月目として、請求月単位でキャンペーン適用期間分の適用となります。なお、

請求締め日の変更等により、適用がキャンペーン適用期間に満たない場合があります。

・ 国内でのご利用分が定額の対象となります。なお、SMS、海外でのご利用分（SMS、S!メール（MMS）、ウェブ）、国際SMS、国際S!メー

ル（MMS）およびパソコンやPDA でのモバイルデータ通信（インターネット接続等）は定額の対象外となります。

・ 有料コンテンツのご利用には別途情報料がかかります。

ご契約時点 学割適用後

パケットし放題for スマートフォン

（定額料：１,０２９円～５,９８５円（税込）／月）

パケットし放題for スマートフォン（ホワイト学割）

（定額料：０円～５,９８５円（税込）／月）

パケットし放題for スマートフォン（キャンペーン）

（定額料：１,０２９円～４,４１０円（税込）／月）

パケットし放題for スマートフォン（ホワイト学割キャンペーン）

（定額料：０円～４,４１０円（税込）／月）
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■パケットし放題（ホワイト学割）（定額料：０円～４,４１０円（税込）／月）

S!メール（MMS）の送信・読出および S!一斉トークやウェブのパケット通信を定額料のお支払いだけでご利用いただけるサービスです。定

額料は利用量に応じて変動し、定額料の計算は S!メール（MMS）送信・読出料とウェブおよびS!一斉トーク通信料をパケット（１２８バイト）ご

とに０.０８４円（税込）で計算した金額の合計にて行います。

利用料が４,４１０円（税込）未満の場合、定額料は S!メール（MMS）送信・読出料とウェブおよび S!一斉トーク通信料をパケット（１２８バイト）

ごとに０.０８４円（税込）で計算した金額の合計となり、４,４１０円（税込）以上となる場合はいくら使っても定額料は４,４１０円（税込）となりま

す。

ただし、PCサイトブラウザまたはPCサイトダイレクトをご利用いただいた場合、定額料は下表の通りとなります。

・ 当キャンペーンの解除後もしくは適用期間終了後からは、特にお申し出がない限り、パケットし放題（定額料１,０２９円～４,４１０円（税

込）／月）へ自動変更させていただきます。なお、パケットし放題の詳細については、料金ガイドブックもしくはカタログをご確認くださ

い。

・ パケットし放題（ホワイト学割）に無料通信は含まれません。

■パケットし放題forスマートフォン（ホワイト学割）（定額料：０円～５,９８５円（税込）／月）

S!メール（MMS）送信・読出料、ウェブ、S!一斉トーク、PCサイトブラウザ（PCメール含む）、PCサイトダイレクト、iPhone での MMS、インタ

ーネット接続、Eメール（i）、ビジュアルボイスメールのパケット通信を定額料のお支払いだけでご利用いただけるサービスです。定額料は

利用量に応じて変動し、定額料の計算は S!メール（MMS）送信・読出料とウェブ、S!一斉トーク、PCサイトブラウザ（PCメール含む）、PCサ

イトダイレクト、iPhone でのMMS、インターネット接続、Eメール（i）、ビジュアルボイスメール通信料を１パケット（１２８バイト）ごとに０.０８４

円（税込）で計算した金額の合計にて行います。利用量が１,０２９円（税込）以内の場合は定額料は１,０２９円（税込）となり、１,０２９円（税込）

を超え５,９８５円（税込）未満の場合、定額料は S!メール（MMS）送信・読出料とウェブ、S!一斉トーク、PCサイトブラウザ（PC メール含む）、

PCサイトダイレクト、iPhone でのMMS、インターネット接続、E メール（i）、ビジュアルボイスメール通信料をパケット（１２８バイト）ごとに０.

０８４円（税込）で計算した金額の合計となり、５,９８５円（税込）以上となる場合はいくら使っても定額料は５,９８５円（税込）となります。

・ パケットし放題for スマートフォン（ホワイト学割）に無料通信は含まれません。

・ 当キャンペーンの解除後もしくは適用期間終了後からは、特にお申し出がない限り、パケットし放題for スマートフォン（定額料１,０２９

円～５,９８５円（税込）／月）へ自動変更させていただきます。なお、パケットし放題for スマートフォンの詳細については、料金ガイド

ブックもしくはカタログをご確認ください。

■パケットし放題forスマートフォン（ホワイト学割キャンペーン）（定額料：０円～４,４１０円（税込）／月）

S!メール（MMS）送信・読出料、ウェブ、S!一斉トーク、PCサイトブラウザ（PCメール含む）、PCサイトダイレクト、iPhone での MMS、インタ

ーネット接続、Eメール（i）、ビジュアルボイスメールのパケット通信を定額料のお支払いだけでご利用いただけるサービスです。定額料は

利用量に応じて変動し、定額料の計算は S!メール（MMS）送信・読出料とウェブ、S!一斉トーク、PCサイトブラウザ（PCメール含む）、PCサ

イトダイレクト、iPhone でのMMS、インターネット接続、Eメール（i）、ビジュアルボイスメール通信料を１パケット（１２８バイト）ごとに０.０８４

円（税込）で計算した金額の合計にて行います。利用量が１,０２９円（税込）以内の場合は定額料は１,０２９円（税込）となり、１,０２９円（税込）

を超え５,９８５円（税込）未満の場合、定額料は S!メール（MMS）送信・読出料とウェブ、S!一斉トーク、PCサイトブラウザ（PC メール含む）、

PCサイトダイレクト、iPhone でのMMS、インターネット接続、E メール（i）、ビジュアルボイスメール通信料をパケット（１２８バイト）ごとに０.

０８４円（税込）で計算した金額の合計となり、４,４１０円（税込）以上となる場合はいくら使っても定額料は４,４１０（税込）となります。

・ パケットし放題for スマートフォン（ホワイト学割キャンペーン）に無料通信は含まれません。

・ 当キャンペーンの解除後もしくは適用期間終了後からは、特にお申し出がない限り、パケットし放題for スマートフォン（キャンペーン）

（定額料１,０２９円～４,４１０円（税込）／月）へ自動変更させていただきます。なお、パケットし放題 for スマートフォン（キャンペーン）

の詳細については、弊社ホームページもしくは店頭にてご確認ください。

■S!ベーシックパック（月額使用料：３１５円（税込））

詳細につきましては、S!ベーシックパックの項目をご確認ください。
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■コンテンツ学割クラブ（適用者（学生）向けポータルサイト）について

当社が別途指定するコンテンツを、適用者（学生）のうち、ソフトバンクをご利用のお客さま向けにご用意するポータルサイト（以下、「専用

ポータルサイト」と記載します）内で、通信料のみで利用可能とするサービスです。

学生の方向けのコンテンツを、通信料のみでご利用いただけるサービスです。

・ 専用ポータルサイトへのアクセス方法は、当社が定める方法にてお知らせいたします。

・ 提供コンテンツは、随時変更されます。

・ Ｙ!ケータイ非対応の携帯電話機ではご利用いただけません。また、ご利用機種によっては、利用できないコンテンツがございます。

・ 「Yahoo!きっず」(月額使用料無料)にお申し込みの場合、コンテンツ学割クラブはご利用いただけません。

・ ご利用が集中した場合など、コンテンツの閲覧やダウンロード等を制限することがあります。

・ 通信料が高額になるコンテンツを含みますのでご注意ください。

■ ホワイト学割with家族2010提供条件書記載事項の変更について

当社ホームページへの掲載、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）の配信または当社が適当と判断する方法にて通知することによって、当社は本提供条件書の記載内容を変更でき

るものとさせていただきます。この場合、料金その他の提供内容につきましては、変更後の条件が適用されるものとします。

最新の提供条件書は、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）にも掲載いたしますので、ご確認ください。

なお、ホワイト学割with家族2010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の規定を適用します。

http://www.softbank.jp

