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株主優待制度の一部変更に関するお知らせ
当社は、株主優待制度を下記のとおり変更することを決定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 変更内容
ソフトバンク携帯電話株主優待
対象
新規契約

変更前

変更後

10,000 円分の商品券または白戸家のお父さん

「ホワイトプラン」基本使用料（980 円／税込）

*1*2

を 6 カ月無料*5*6

グッズをプレゼント

*3

（対象：ソフトバンク携帯電話、iPad Wi-Fi
+ 3G モデル、iPad 2*3 Wi-Fi + 3G モデル、新
しい iPad*3 Wi-Fi + Cellular モデル、iPad*3
Retina ディスプレイモデル、iPad*3 mini、モ
バイルデータ通信端末、「フォトビジョン」、
「みまもりケータイ」、「みまもりカメラ」）*4
既契約

「ホワイトプラン」基本使用料（980 円／税込）
を保有株式数に応じた期間無料に*5*6
■100 株以上 1,000 株未満：1 カ月／半期
■1,000 株以上：3 カ月／半期

Yahoo! BB サービス/SoftBank ブロードバンドサービス株主優待
対象
新規契約

変更前

変更後

＜ADSL サービス＞

以下対象サービスをご利用の場合、基本料（ま

10,000 円分の商品券または白戸家のお父さん

たはプロバイダー料）相当分を 6 カ月割引*6

グッズをプレゼント*2、あるいは 15 カ月間月
額 1,050 円を割引*7

＜対象サービス＞

（対象：「Yahoo! BB ADSL」、「SoftBank ブロ

・Yahoo! BB ADSL

ードバンド ADSL」、「Yahoo! BB ホワイトプラ

・SoftBank ブロードバンド ADSL

ン（a）」、「SoftBank ブロードバンド ステッ

・Yahoo! BB 光 with フレッツ

ププラン」）

・Yahoo! BB 光 フレッツコース
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＜光サービス＞
10,000 円分の商品券または白戸家のお父さん
グッズをプレゼント*2
（対象：「Yahoo! BB 光 with フレッツ*8」、
「Yahoo! BB 光 フレッツコース*8」）
既契約

以下対象サービスをご利用の場合、基本料（ま
たはプロバイダー料）相当分を保有株式数に
応じて割引*2

＜対象サービス＞
・Yahoo! BB ADSL
・SoftBank ブロードバンド ADSL
・Yahoo! BB 光 with フレッツ
・Yahoo! BB 光 フレッツコース
■100 株以上 1,000 株未満：1 カ月割引／半期
■1,000 株以上：3 カ月割引／半期

2．変更時期
本変更は、2013 年 3 月 31 日時点で１単元（100 株）以上を保有する株主に対して実施する株
主優待制度から適用します。対象となる株主へは、2013 年 6 月下旬に株主優待のご利用に関する
書面を送付する予定です。株主優待制度の詳細については、同書面にて株主にお知らせします。
3. 変更後のご利用条件
・「ソフトバンク携帯電話株主優待」
、
「Yahoo! BB サービス／SoftBank ブロードバンドサービス
株主優待」ともに、株主本人及びその家族以外の方はご利用いただけません。
・「ソフトバンク携帯電話株主優待」と「Yahoo! BB サービス／SoftBank ブロードバンドサービ
ス株主優待」は併用が可能です。
以

上

＜ご参考：株主優待の対象となるブロードバンドサービス優待金額＞
回線サービス
（優待適用対象サービス）

優待内容

50M Revo*10

Yahoo! BB ADSL

基本料相当分を割引

優待金額／月額（税込）
1,564 円

SoftBank ブロードバンド ADSL

50M

1,564 円

（通常タイプ／電話加入権不要

26M

1,459 円

12M

1,249 円

8M

1,039 円

*9

タイプ／おとくラインタイプ ）

Yahoo! BB 光 with フレッツ

ホーム

Yahoo! BB 光 フレッツコース

マンション

プロバイダー料相当分を割引

1,260 円
997 円

-2-

*1

*2
*3
*4
*5

*6
*7

*8
*9
*10

別途指定の販売価格での対象製品の購入を伴う、新規契約のみ対象となります。優待適用期間中に繰り返して使用す
ることは出来ません。また、法人契約、プリペイド式携帯電話、ディズニー・モバイル回線、オンラインショップ契
約および USIM 単体契約は適用対象外です。
1 契約回線につき半期に 1 回限り可能です。優待適用期間中に実施されている一部キャンペーンとの併用はできませ
ん。
iPad は Apple Inc.の商標です。
優待適用期間中に発売される新機種のうち、一部対象とならないものがあります。
ホワイトプランに加入できない製品は対象外です。iPad*3 Wi-Fi+3G モデル、iPad*32 Wi-Fi+3G モデル、新しい iPad*3
「フォトビジ
Wi-Fi + Cellular モデル、iPad*3 Retina ディスプレイモデル、iPad*3 mini、モバイルデータ通信端末、
ョン」、
「みまもりケータイ」、
「みまもりカメラ」は対象外です。優待適用期間中に発売される新機種のうち、一部対
象とならないものがあります。
割引のご利用は、1 契約回線につき半期に 1 回限り可能です。優待適用期間中に実施されている一部キャンペーンの
併用ができない場合があります。
「Yahoo! BB ホワイトプラン（a）
」、
「SoftBank ブロードバンド ステッププラン」を新規契約された方の場合、15 ヵ
月間の月額従量料金が最大 1,050 円割引されます（
「従量料金」とは、利用データ量に応じて加算される「基本料」
、
または「プロバイダー料」の 490 円～1,990 円の変動料金の合算です）。
「Yahoo! BB 光 with フレッツ」、
「Yahoo! BB 光 フレッツコース」をお申し込みの方の場合、光 BB ユニットレンタ
ルへのご加入が必要です。
「おとくラインタイプ」は、
「Yahoo! BB ADSL」でのみ提供しています。
「Yahoo! BB ADSL おとくラインタイプ」では「Yahoo! BB 50M Revo」は提供していません。

********本件に関する報道関係のお問い合わせ先********
ソフトバンク株式会社 広報室
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03-6889-2300

