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学割ソフトバンクAirをお申込みで

オンライン授業は

タブレット
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U-25限定 SoftBank Air 割引
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オンライン授業に

最適

月額基本料金

U-25限定割引

4,880 円
-2,000 円 (24ヵ月)
(税抜)

2,880
通常月額基本料金

月額基本料金

4,880 円

(税抜)
(2年間)

円

＋

SoftBank Airターミナル料金(どちらかお選びいただけます)

レンタル

490円/月額

実質 0円
割賦購入

・36回分割支払い
・月月割(36回)値引き

1,650円／月(税込)、総額(59,400円)
－1,650円／月(税込)、値引き総額(-59,400円)

現金販売価格（割賦販売価格）59,400円
（税込）
。
賦払金については、支払い回数36回、支払期間38ヵ月または39ヵ月、支払総額 59,400円
（税込）
、
実質年率0.0%です。賦払金のお支払い途中にSoftBank Airをご解約の場合は、残債を一括にてお支払いいただきます。

2年間で51,000円もおトク!
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事務手数料3,000円も無料!
※ SoftBank Airの契約期間は2年間（SoftBank Air の課金開始日の属する月を1ヵ月目とした、24ヵ月目の末日まで）
となります。解約の申し出がない場合は、更に2年間を契約期間として更新します。
契約期間満了月以外で解約の場合は、9,500円の解除料をSoftBankへお支払いいただきます。

お問い合わせ/お申込みはこちら
ソフトバンク新規受付センター

0120-989-677(10時〜21時)

大学名/キャンパス名/種別コード(右欄記載)をオペレーターにお伝えください

種別コード

3W
(WEB)

※ベストエフォート形式のため、お客さまの通信環境により実際の通信速度は変化します。
ご利用の集中する時間帯（夜間など）は、サービス安定提供にともなう速度制限のため、通信速度が低下する場合があります。
動画やファイル交換ソフトなどをご利用の場合は速度が低下する場合があります。詳しくはSoftBank Airの速度制限(https://www.softbank.jp/ybb/air/data-about/)などについてをご確認ください。
※キャンペーンの内容及び提供条件は予告なく変更・終了する場合がございます。

*1

データ容量制限無し、コンセントにさすだけ！
工事がいらない！おうちまるごと快適 Wi-Fi
*1 ベストエフォート形式のため、お客さまの通信環境により実際の通信速度は変化します。
ご利用の集中する時間帯（夜間など）は、サービス安定提供にともなう速度制限のため、通信速度が低下する場合があります。
動画やファイル交換ソフトなどをご利用の場合は速度が低下する場合があります。詳しくはSoftBank Airの速度制限(https://www.softbank.jp/ybb/air/data-about/)などについてをご確認ください。
*2 U-25限定 SoftBank Air 割引の条件をご覧ください。
*3 U-25限定 SoftBank Air 割引の割引合計です。(月額値引き-2,000円×24カ月及び契約事務手数料-3,000円)

500
「学割」U-25 限定 SoftBank Air 割引
通常料金
月額基本料金

4,880 円

キャンペーン

-

U-25 限定 SoftBank Air 割引

注意事項
SoftBank Air の契約期間は 2 年間（SoftBank Air の課金開始日の属する月を 1 ヵ月目
として、24 ヵ月目の末日まで）です。

4,880 円
-2,000 円 (24 カ月 )

レンタルの場合

割賦購入の場合

490 円 / 月

実質 0 円

ターミナル料金

合計 ( ターミナルレンタルの場合 )

5,370 円

3,370 円*

契約事務手数料

3,000 円

0円

24 カ月の値引き合計は 48,000 円となります。

*

ターミナルの賦払購入について
(36 回分割 )
1,650 円／月 ( 税込 ) ( 総額 59,400 円 )
月月割 (36 回 ) －1,650 円／月 ( 税込 )( 総額 -59,400 円 )
* 賦払金については、支払い回数 36 回、支払期間 38 ヵ月または 39 ヵ月、
支払総額 59,400 円（税込）、実質年率 0.0% です。
* 賦払金のお支払い途中に SoftBank Air をご解約の場合は、残債を一括にてお支払いいた
だきます。
* ターミナルの賦払購入した場合の合計額は月額 4880 円となります。

U-25 限定 SoftBank Air 割引により契約事務手数料は無料です。

※SoftBank Air の契約期間は 2 年間（SoftBank Air の課金開始日の属する月を 1 ヵ月目として、24 ヵ月目の末日まで）です。解約の申し出がない場合は、さらに 2 年間を契約期間として更新します。契約期間満了の月以外で解約した場合、
9,500 円の解除料が必要です。

タブレットプレゼントキャンペーンについて
■特典内容：適用条件を満たすお客さまにタブレット（Ｈｕａｗｅｉ MediaPad T3 7）を発送いたします。■キャンペーン期間：2020 年 8 月 6 日〜終了日未定

※タブレットプレゼントについては、台数に限りがございますのでなくなり次第終了

とさせていただきます。■適用条件：下記条件をすべて満たすお客さまが適用対象となります。期間中にインバウンドまたは「SoftBank Ａｉｒ」（以下、「本サービス」とします）にお申し込みいただいたお客さま。・お申込み日より 31 日以内にご利
用開始されたお客様・タブレットの発送はソフトバンク Air 開通後 2 週間後を目途に設置先住所へ順次発送いたします。・お申込み後 31 日以内にソフトバンク Air をキャンセルされた場合は、特典適用対象外となります。・本サービスは予告なく
中止または延長、及び内容を変更する場合があります。・本キャンペーンは、期間を変更及び内容を変更する場合があります。
■ソフトバンク Air は、お電話でのお申込みの後、ソフトバンク株式会社より宅配便で発送されます。また特典のタブレットについてはソフトバンク株式会社の業務委託会社より宅配便で発送されます。

「学割」U-25 限定 SoftBank Air 割引
■提供主体「U-25 限定 SoftBank Air 割引」（以下「本キャンペーン」といいます。）は、ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）が提供するキャンペーンです。
■キャンペーン実施期間 2020 年 7 月 1 日（金）～ 終了時期未定 ※終了時期は、決まり次第、当社ホームページ上でご案内いたします。
■適用条件
本キャンペーンに基づき特典①（契約事務手数料の無料）及び特典②（基本料金の割引）の適用を受けるためには、以下のすべての条件を満たすことが必要です。(1) 本キャンペーンの実施期間中に、新たに
SoftBank Air（以下「対象サービス」とします）をお申込みいただき、お申し込み日より 90 日以内に課金開始されること。(2) 対象サービスへのお申し込み時に、Air ターミナルを当社又はソフトバンク
取扱店から購入、または当社からレンタルをする契約をすること。(3) 対象サービスにお申込みした時点において、ご契約者さまの年齢が満 25 歳以下であること。(4) 課金開始日を含む月の末日までに、
対象サービスの利用料金の支払方法を次の①～③の 3 つから選択し、登録を完了すること。①SoftBank または Y!mobile 携帯電話の利用料金との合算請求、②クレジットカード、③口座振替
■キャンペーン特典内容について
適用条件をすべて満たしたお客さまに対して、次の特典を付与します。①対象サービスの契約事務手数料 3,000 円（税抜）を無料にします。②SoftBank Air の基本料金 24 ヵ月間課金開始月より 24 ヵ月目
まで、対象サービスの基本料金から 2,000 円を割引します。
■併用不可キャンペーン
本キャンペーンと併用して適用することができないキャンペーンは、SoftBank Air スタート割、スマホデビュープラン限定キャンペーン、これ以外にも、他のサービス、キャンペーン、プログラム又は割引
等と併用することができない場合があります。
■その他 ご注意事項
・Air ターミナルを購入又はレンタルをしないで対象サービスをご契約する場合は、本キャンペーンの対象外です。・本キャンペーン開始時点で、すでに対象サービスをご利用中のお客さまが、対象サービスを
解約し再度対象サービスに申し込みした場合、本キャンペーンは適用されません。・契約成立月など日割り計算により、対象サービスの請求額が割引額を下回る場合、同請求額が割引の上限となります。
この場合でも、翌月 以降に繰り越して割引を適用することはできません。・本キャンペーンは、何らかの理由により特典その他の内容を変更し、又は終了する場合があります。この場合、変更後の内容がお
客さまの権利関係に重大な影響を与える場合又は本キャンペーンを終了する場合は、当社ホームページに掲載する方法又はこれと同等の方法により事前に通知します。但し、緊急性がある場合又はやむを得な
い場合は、事後的に通知します。・本キャンペーンに関し、本提供条件書に記載の事項以外は、SoftBank Air 重要事項説明書、SoftBank Air サービス規約、機器レンタル規約その他当社が定める関連する
規約・約款等の定めが適用されます。但し、本提供条件書の定めとこれらの規約・約款等の定めが矛盾または抵触する場合は、本提供条件書の内容が優先的に適用されます。
■キャンペーンの提供主体は当社です。記載内容は 2020 年 7 月 1 日現在のものです。

SoftBank Air 重要事項説明

表示価格は税抜きです

