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「Y!mobile１周年記念キャンペーン」提供条件書 

 

「Y!mobile１周年記念キャンペーン」（以下、本キャンペーン）は、他社からののりかえ（MNP）で新規加入したお客様およ

びヤフー株式会社が提供する Yahoo! JAPAN ID（以下、ID）に通信サービス契約電話番号を紐付登録（以下、Yahoo!サ

ービス利用登録）しているお客様を対象に提供するキャンペーンです。 

 

■キャンペーン概要 

Ⅰ．データ通信容量増量 

キャンペーン期間中に他社からののりかえ（MNP）で新規加入した場合、料金プランに応じた高速データ通信容量を24ヶ

月間割引します。 

Ⅱ．プレミアムくじ 

キャンペーン期間中に毎週実施する、プレミアムくじへの抽選応募権利を Yahoo!サービス利用登録をしているお客様に

対して付与します。プレミアムくじへの応募の結果、当選者には当社が用意した特典をプレゼントします。 

Ⅲ．Y!mobile メールくじ 

キャンペーン期間中に Y!mobile メールアプリを利用したお客様に対して、Y!mobile メールくじの抽選応募権利を付与し

ます。Y!mobile メールくじへの応募の結果、当選者にはヤフー株式会社が用意した特典をプレゼントします。 

 

■キャンペーン期間 

Ⅰ．データ通信容量増量 

2015 年 6 月 11 日（木）～8 月 31 日（月） 

Ⅱ．プレミアムくじ 

2015 年 7 月 4 日（土）～8 月 31 日（月） 

Ⅲ．Y!mobile メールくじ 

2015 年 8 月 11 日（火）～9 月 27 日（日） 

■特典 

・本キャンペーンにおける特典は、次のとおりです。 

No 特典 提供内容 

①  データ通信容量２年間２倍 
他社からののりかえ（MNP）で新規加入した場合、料金プランに応じ

た高速データ通信容量を 24 ヶ月間割引。 

②  JCB ギフトカード 当選結果により、10 万円分（毎週 3 名）をプレゼント。 

③  Google play™ ギフトカード 当選結果により、5 千円分（毎週 30 名）をプレゼント。 

④  T ポイント 
当選結果により、10 万ポイント（毎週 1 名）、1 万ポイント（毎週 6 名）、

500 ポイント（毎週 650 名）、1 ポイント（毎週 103,390 名）をプレゼント。 

⑤  
Yahoo!ショッピングで利用できるお得

なクーポン 

当選結果により、Yahoo!ショッピングに出店している多くのストアか

ら、お得にご購入いただくために、お値引きや送料無料などのクーポ

ンをプレゼント。 

⑥  壁紙 当選結果により、「ふてニャン」オリジナル壁紙をプレゼント。 

⑦  Enjoy パック最大 2 ヵ月無料 当選結果により、Enjoy パック最大 2 ヵ月無料をプレゼント。 

⑧  Enjoy パック最大 2 ヶ月無料＋プレミ 当選結果により、Enjoy パック最大 2 ヵ月無料とローソンプレミアムロ
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アムロールケーキ ーロケーキをプレゼント。 

 

Ⅰ．データ通信容量増量 

①データ通信容量 2 年間 2 倍 

＜適用条件＞ 

‧ 他社からののりかえ（MNP※1）のお客様が、当社が指定する下記の料金プランにて契約すること。 

料金プラン スマホプラン S、M、L※2 

※1 当社の無線通信基盤を利用する仮想移動体サービス事業者（MVNO）からの MNP は、対象外です。 

※2 スマホプラン（タイプ 3）は、対象外です。 

 

＜特典終了条件＞ 

以下のいずれかに該当した場合、特典を終了します。 

 本キャンペーンが適用されている通信サービス契約を解約した場合 

 当社指定料金プラン以外に料金プランに変更した場合 

 スマホプランタイプ１からタイプ２またはタイプ２からタイプ１へ契約変更した場合 

 

＜提供内容＞ 

当社指定プランに応じ、通常速度に戻す追加料金（以下、追加料金）を次表のとおり割引します。 

料金プラン 追加料金の無料回数 割引金額（税抜） 

スマホプランＳ 2 回／月 最大 1,000 円（500 円×2 回） 

スマホプランＭ 6 回／月 最大 3,000 円（500 円×6 回） 

スマホプランＬ 14 回／月 最大 7,000 円（500 円×14 回） 

・追加料金の無料回数の有効期限は、当月限りです。翌月に持ち越すことはできません。 

・追加料金の割引期間は、お申込み翌月を 1 ヶ月目とし 24 ヶ月間です。 

 ※お申込みの翌月 1 日に通信サービス契約を解約した場合、追加料金の割引は適用されません。 

・お客さまご自身で My Y!mobile 等から通常速度に戻すお申込みが必要です 

・追加料金の割引は、請求時に割引します。 

・料金プラン変更を行った場合、変更後の料金プランに応じた追加料金の無料回数および割引金額を適用します。 

 

＜注意事項＞ 

・本特典は、「タブレット割引」と併用することはできません。 

 

 

Ⅱ．プレミアムくじ 

＜適用条件＞ 

‧ 下記の料金プランに加入中のお客様に対して、パケくじにおけるプレミアムくじへの応募権利を付与します。 

料金プラン スマホプラン S、M、L※1 

※1  Yahoo!サービス利用登録をしていない場合は対象外です。 

 

＜提供内容＞ 
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プレミアムくじへの応募の結果、当選者には以下②、③、⑤から⑧までのいずれかの特典を提供します。 

② JCB ギフトカード 

当選特典は、9 月末より Y!mobile の請求書発送宛に順次発送いたします。 

当選者のご住所、転居先等が不明で連絡が取れない場合は、当選が無効となる場合があります。 

特典発送時点でお客様が Y!mobile に契約いただいていることが条件となります。 

 

③ Google play™ ギフトカード 

当選特典は、9 月末より Y!mobile の請求書発送宛に順次発送いたします。 

当選者のご住所、転居先等が不明で連絡が取れない場合は、当選が無効となる場合があります。 

特典発送時点でお客様が Y!mobile に契約いただいていることが条件となります。 

 

⑤ Yahoo!ショッピングで利用できるお得なクーポン 

Yahoo!ショッピングの各ストアで利用できるクーポンです。ご利用にあたっての注意事項等はホームページをご確認くだ

さい。 

http://topics.shopping.yahoo.co.jp/coupon/guide/ 

 

⑥ 壁紙 

当選結果画面から「ふてニャン」オリジナル壁紙をダウンロードいただけます。 

 

⑦ Enjoy パック最大 2 ヵ月無料 

特典のお申し込み期限は当選日の翌々日 23:59 までです。 

 

【Enjoy パック最大 2 ヵ月無料について】 

・Enjoy パックはワイモバイルのオプションサービス（月額料 500 円）です。「Enjoy パック最大 2 ヵ月無料」が当選したお客

様は、お申し込みいただいた月と翌月末までの最大 2 ヵ月分の月額料金が無料になります。 

・Enjoy パックは、お客様にて解約手続きを行わなかった場合、無料期間終了後も自動的に継続されます。無料期間終

了後は通常の月額料金が掛かります。 

・くじ結果ページ（当選ページ）以外から Enjoy パックをお申し込みの場合、本景品は適用されません。 

・初めて Enjoy パックにお申し込みいただく方の初月無料サービスと本景品は併用できません。 

 

⑧ Enjoy パック最大２ヶ月無料＋プレミアムロールケーキ 

特典のお申し込み期限は当選日の翌々日 23:59 までです。 

 

【Enjoy パック最大 2 ヵ月無料について】 

・Enjoy パックはワイモバイルのオプションサービス（月額料 500 円）です。「Enjoy パック最大 2 ヵ月無料」が当選したお客

様は、お申し込みいただいた月と翌月末までの最大 2 ヵ月分の月額料金が無料になります。 

・Enjoy パックは、お客様にて解約手続きを行わなかった場合、無料期間終了後も自動的に継続されます。無料期間終

了後は通常の月額料金が掛かります。 

・くじ結果ページ（当選ページ）以外から Enjoy パックをお申し込みの場合、本景品は適用されません。 

・初めて Enjoy パックにお申し込みいただく方の初月無料サービスと本景品は併用できません。 

http://topics.shopping.yahoo.co.jp/coupon/guide/
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【プレミアムロールケーキについて】 

・クーポンは Enjoy パックにお申し込みの方にのみプレゼントいたします。引換前に Enjoy パックを解約した場合、商品を

お受け取りいただけません。 

・ローソン「プレミアムロールケーキ」と無料引換できるオンラインクーポンをプレゼントします。全国のローソン店舗でご

利用いただけます。 

・クーポンは、Enjoy パックにお申し込みの 8 日後からお受け取りいただけます。 

・ページ上に引換バーコードが発行されますので、ローソン店舗で商品とお引き換えください。クーポンの受け取り・有効

期限はお受け取り開始日の翌月末です。有効期限・引換方法の詳細はクーポン発行ページをご確認ください。 

・ローソンストア 100、その他一部店舗ではご利用いただけません。 

・店舗によって、対象商品がない場合があります。あらかじめご確認のうえクーポンをご利用ください。 

・「Yahoo!サービスの利用開始設定」で登録した Yahoo! JAPAN ID の変更を行った場合、クーポンを発行できませんので

ご注意ください。 

 

Ⅲ．Y!mobile メールくじ 

＜適用条件＞ 

‧ 1 日 1 回以上、お客様の Y!mobile メールアドレス(@yahoo.ne.jp)でログインした状態で Y!mobile メールアプリを起動

し、下記の料金プランに加入中のお客様に対して、パケくじにおける Y!mobile メールくじへの応募権利を付与しま

す。 

料金プラン スマホプラン S、M、L※1 

※1  Yahoo!サービス利用登録をしていない場合は対象外です。 

※  2015 年 8 月 11 日リリース予定の最新版 Y!mobile メールアプリ (v.1.2.0 以上)をインストールする必要があり

ます。 

 

＜提供内容＞ 

Y!mobile メールくじへの応募の結果、当選者には以下④から⑦までのいずれかの特典を提供します。 

④ T ポイント 

進呈するTポイントは、ポイント獲得日から有効期限が2ヵ月後の月末までの期間固定ポイントです。有効期間経過後は

自動的に失効します。 

ヤフー株式会社が運営する Yahoo! JAPAN 内のサービスやキャンペーンで獲得した期間固定ポイントは、現金および他

のポイントへは交換できません。また、Yahoo! JAPAN、LOHACO、GYAO!以外のサービスでは利用できません。 

 

⑤ Yahoo!ショッピングで利用できるお得なクーポン 

Yahoo!ショッピングの各ストアで利用できるクーポンです。ご利用にあたっての注意事項等はホームページをご確認くだ

さい。 

http://topics.shopping.yahoo.co.jp/coupon/guide/ 

 

⑥ 壁紙 

当選結果画面から「ふてニャン」オリジナル壁紙をダウンロードいただけます。 

 

http://topics.shopping.yahoo.co.jp/coupon/guide/
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⑦ Enjoy パック最大 2 ヵ月無料 

特典のお申し込み期限は当選日の翌々日 23:59 までです。 

 

【Enjoy パック最大 2 ヵ月無料について】 

・Enjoy パックはワイモバイルのオプションサービス（月額料 500 円）です。「Enjoy パック最大 2 ヵ月無料」が当選したお客

様は、お申し込みいただいた月と翌月末までの最大 2 ヵ月分の月額料金が無料になります。 

・Enjoy パックは、お客様にて解約手続きを行わなかった場合、無料期間終了後も自動的に継続されます。無料期間終

了後は通常の月額料金が掛かります。 

・くじ結果ページ（当選ページ）以外から Enjoy パックをお申し込みの場合、本景品は適用されません。 

・初めて Enjoy パックにお申し込みいただく方の初月無料サービスと本景品は併用できません。 

 

 

■注意事項 

・当選権利および特典の譲渡・販売・換金はできません。 

・当社が不正・不適切な申し込みと判断した場合、当選権利が適用されないことがあります。 

・特典の内容は予告なく変更、中止する場合があります。 

・応募は日本国内にお住まいの方に限ります。 

 

■提供条件書記載事項の変更について 

‧ 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。最新の提供条件書は、ホームページに掲載します。 

‧ 本提供条件書の記載事項を変更する場合、ホームページに記載する方法、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

たは適当と判断する方法にて事前に通知します。 

 

■その他 

本提供条件書記載事項以外の部分については、各通信サービス契約約款の規定を適用します。 

表示価格は特に記載がない限り税抜です。 

Google Play、Google Play ロゴは、Google Inc. の商標です。 

以上 

 

 

更新日：2015 年 9 月 7 日 


