
Y!mobileサービスの初期登録／Yahoo!プレミアム for Y!mobile／Enjoy パック／パケット

マイレージ／パケくじ提供条件書  

     

ソフトバンク株式会社 

 

・ヤフー株式会社（以下、ヤフー）が提供する Yahoo! JAPAN ID（以下、ID）にソフトバンク株式会社

（以下、当社）の通信サービスをご利用の電話番号（以下、契約電話番号）を紐付登録（以下、

Y!mobileサービスの初期登録）し、ご利用条件を満たすことにより、Yahoo!プレミアム for 

Y!mobile、Enjoyパック、Y!mobile メールやパケットマイレージ、パケくじ（以下、本サービス）を利

用することができます。  

・ID利用および本サービスのご利用にあたっては本提供条件書および Yahoo! JAPAN利用規約 

（https://about.yahoo.co.jp/common/terms/）が適用されます。  

  

  

⚫ Y!mobileサービスの初期登録について                                  

＜ご利用条件＞  

・Y!mobileサービスの初期登録にあたっては、下記、料金プラン（以下「Y!mobile サービス対象料金

プラン」といいます。）にご加入いただく必要があります。  

 

スマートフォン シンプル S/M/L、スマホプラン、スマホベーシックプラン  

モバイル Wi-Fiルーター 

Pocket WiFi プラン、Pocket WiFiプラン＋、  

Pocket WiFi プラン S、Pocket WiFiプラン L、  

Pocket WiFi プラン 2、Pocket WiFiプラン SS、  

Pocket WiFi プラン 2 ライト    

その他 
データプラン、データベーシックプラン、データ SIM プラン、

ケータイプラン SS、ケータイベーシックプラン SS  

  

・Y!mobileサービスの初期登録を行う際に、お客さまの契約情報をヤフーに通知します。通知する情報

は、契約電話番号、契約店舗コード、顧客管理コード、生年月日、性別、氏名、メールアドレス、サー

ビス加入属性、郵便番号、住所、クレジットカードの番号および有効期限となります。お客さまの契約

情報は、当社およびヤフーのプライバシーポリシーに従って取り扱います。  

・個人名義のお客さまのみ登録できます。  

・Yahoo!プレミアム for SoftBankや Yahoo!きっず等利用中の IDは登録できません。  

・Yahoo!ウォレットが未払い等ヤフーの利用条件に違反している IDは登録できません。  

・Y!mobileサービスの初期登録をすると当社およびヤフーから、サービス等の情報をお知らせするメー

ルが配信されます。  

＜その他＞  

・Y!mobileサービスの初期登録は、1日に登録できる回数に制限があります。回数制限に達した場合、

翌日以降でないと登録ができないことがあります。  



・Y!mobileサービスの初期登録において、当社が提供する本サービスを適正に運営するために、以下の

場合にはあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の利用をお断りしたり、制限をし

たりするといった措置を講じることができるものとします。また、お客さまが複数の IDを登録されて

いる場合には、それらすべての IDに対して措置がとられる場合があります。  

 （1）お客さまが本提供条件書に定められている事項に違反した場合、または合理的な理由に基づき、

そのおそれがあると認められる場合  

  

⚫ Yahoo!プレミアム for Y!mobile について  

＜提供サービス＞  

・「ご利用条件」を満たすことにより、ヤフーの提供する Yahoo! プレミアム for Y!mobile（以下、 

Yahoo!プレミアム)を利用することができます。Yahoo!プレミアムは Y!mobileサービスの初期登録で登

録した Yahoo! JAPAN ID、もしくは契約電話番号で Yahoo! JAPAN にログインすることでご利用できま

す。  

・Yahoo!プレミアムのご利用にあたっては、ヤフーが定める利用条件 

（https://premium.yahoo.co.jp/info/guidelines.html）が適用されます。  

  

＜ご利用条件＞  

・個人名義のお客さまのみ。  

・下記、料金プランにご加入いただくこと。  

料金プラン  シンプル S/M/L、スマホプラン、スマホベーシックプラン、データ

プラン、データベーシックプラン  

※上記の料金プラン以外へのプラン変更（機種変更時の変更も含む）を行った場合、Yahoo!プレミアム

のサービスを利用できなくなります。  

・Y!mobileサービスの初期登録を行っていただくこと。  

  

＜その他＞  

・Enjoyパックにご加入の場合、Enjoyパックの Yahoo!プレミアム特典が適用され、上記「ご利用条 

件」を満たした場合であっても、Yahoo!プレミアムの特典が重複して適用されることはありません。  

  

⚫ Enjoyパックについて                                         

「Enjoyパック」は、Yahoo!ショッピングおよび LOHACOでお得にお買い物できるいろいろな特典と、デ

ータ容量 550円(税込)分がパックになったサービスです。  

  

＜特典内容＞  

・毎月 Yahoo!ショッピングでご利用可能な 500円分クーポンを獲得できます。※1 クーポンは Enjoyパ

ック会員サイト（https://enjoy.yahoo.co.jp/)で獲得できます。  

・Yahoo!ショッピングおよび LOHACOのお買い物で対象金額の＋5％の PayPayポイントを付与します。

※2  

・ヤフーの提供する Yahoo!プレミアムを利用することができます。 
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・追加データ購入料金（以下、追加料金）から 550円(税込)（月 1回まで）割引します（ただし、「デ

ータプランシェア」の子回線で Enjoyパックご加入の場合には、この割引の適用はありません。）。  

  

 

※1 Enjoy パックはヤフーが提供するサービスであり、ヤフーが定める利用条件 

（https://enjoy.yahoo.co.jp/）が適用されます。ヤフーが定める利用条件に違反するお客さま

の行為等により、お客さまの IDが不適切であるとヤフーが認めた場合、クーポンを獲得・利用い

ただけない場合があります。なお、当該場合であっても、当社はお客さまに対し、一切の賠償責

任および月額料金の返還義務等を負わないものとします。  

※2 商品単価（税抜）の対象金額※3に対し付与されます。PayPayポイントは出金および譲渡はできま

せん。PayPay/PayPay カード公式ストアでも利用可能です。一部対象外のストア・商品がありま

す。特典として付与される PayPayポイントの上限は、1ヵ月につき 1,000ポイントです。ただ

し、他のキャンペーン等との関係で、上限額が異なる場合があります。  

※3 対象金額は、商品単価（税抜）からショッピングクーポン（Yahoo!ショッピング発行、ストア発

行）、クーポン（LOHACO by ASKUL 発行）値引き後の金額（送料・手数料等除く）です。 

 

  

＜ご利用条件＞  

・指定窓口にお申込みいただくこと。  

・個人名義のお客さまのみ。  

・下記、料金プランにご加入かつ、本オプションサービスにご加入いただくこと。  

料金プラン  ケータイプラン SS、ケータイベーシックプラン SS、  

シンプル S/M/L、スマホプラン、スマホベーシックプラン、

データプラン、データベーシックプラン、データ SIMプラン  

・Y!mobileサービスの初期登録済みの Yahoo! JAPAN IDにて PayPayアカウント連携を行っていただく

こと（特典のうち PayPayポイントの付与を受けるための条件です。）。  

  

＜提供料金＞  

月額料金：550円(税込)  

・月額料金の日割り計算は行いません。  

・初回加入時の場合、加入当月の月額料金の支払いを要しません。  

  

＜その他＞  

・Enjoyパックは、指定窓口へお客さまよりお申込みをいただいた後、当社での登録が完了し、その通

知を発した時をもってご加入となります。当該通知は、当社より SMS（ショートメッセージサービス）

にてお送りします。 

・追加料金の割引は、加入日以降適用します。解除した場合は、解除当月までの適用です。  

・お客さまが当社またはヤフーの利用条件に違反した場合（違反について是正の余地がある場合につい

ては、是正の催告を受けてから相当期間内に是正されない場合に限ります。）については、当社は、本

サービスを解除します。  
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・ヤフーが指定する Yahoo!プレミアム会員向けサービスをご利用いただける有料（会員費月額 508円）

の会員資格を有する方（以下「Yahoo!プレミアム会員」。なお、Yahoo!プレミアム for Y!mobileとは別

のサービスです。）が Y!mobileサービスの初期登録を完了し Yahoo!プレミアム for Y!mobileの適用を

受けた後に、Enjoyパックにご加入いただくと、Yahoo!プレミアム会員の登録は解除されます。 なお、

Yahoo!プレミアム会員登録時の特典やサービス利用状況は全て引き継がれ、継続してご使用いただけま

す。 

・当社およびヤフーからサービス等の情報の配信を行います。メール配信の停止は、配信されたメール

から手続きすることができます。  

・ヤフー提供の Yahoo! BB「プレミアム」その他一部の有料サービスをご利用中の Yahoo! JAPAN IDで 

は、Enjoyパックに紐づけできないため、Enjoyパックのご利用には別の Yahoo! JAPAN ID でご登録い

ただく必要があります。その場合は、Enjoyパックの月額料金とは別に従来からご利用されていたヤフ

ー提供の有料サービスの料金がかかります。    

・前項の記載にかかわらず、Yahoo! BB「プレミアム」にご入会いただいた後、同日中に Enjoyパック

にご加入いただく場合、Yahoo! BB「プレミアム」でご利用中の Yahoo! JAPAN IDを Enjoyパックに紐

づけることができます。この場合、Yahoo! BB「プレミアム」および Enjoyパックは、いずれも Yahoo! 

プレミアム会員向けサービスが含まれるためサービス内容が一部重複しておりますが、それぞれにご利

用料金が発生します。なお、Yahoo!プレミアム会員向けサービスは重複してご利用いただけませんが、

その他のサービスについては、いずれのものもご利用いただけます。  

  

⚫ パケットマイレージについて                                    

「パケットマイレージ」は、Y!mobileサービスの初期登録を行った IDを使ってヤフーおよび協力会社

のサービス（以下、対象サービス）を利用することで、マイルが貯まり、そのランクに応じて翌月に特

典を得ることができるサービスです。  

  

＜ご利用条件＞  

・お申込みは不要です。下記の料金プランにご加入のお客さまが Y!mobileサービスの初期登録を行う

ことにより、マイルを獲得することができます。Y!mobile サービスの初期登録を行わない場合、マイル

は獲得できませんのでご注意ください。  

  

料金プラン  ケータイプラン SS、ケータイベーシックプラン SS、シンプル

S/M/L、スマホプラン、スマホベーシックプラン  

  

・マイルは、お客さまの Y!mobileサービスの初期登録をした ID単位で計測します。  

・獲得したマイルによってランク認定を行い、ランクに応じて翌月に特典を進呈します。  

・ランクおよび特典内容は、前月の獲得マイルに基づき決定され、毎月 2日にお客さまの Y!mobile メ

ールあてに通知します。  

・獲得したマイルおよびランクならびに特典内容は、Y!mobileメニュー 

（https://ymobile.yahoo.co.jp/packet/history/）にて確認できます。  

・獲得したマイルの有効期限は、当月限りです。翌月に持ち越すことはできません。  

・通信サービス契約を解約した場合、または、当社もしくはヤフーが定める利用条件に違反した等の事

由により IDが無効になった場合は、「パケットマイレージ」の提供を終了します。   
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・対象サービスおよび対象サービスごとに獲得できるマイル数等は随時変更されます。詳細は Y!mobile 

メニュー（https://ymobile.yahoo.co.jp/packet/save/list/）にて確認できます。  

・対象サービス側のシステム上のトラブルによりマイルが獲得できない、または、マイルの獲得が遅れ

る等の場合があります。  

・お客さまのご利用のブラウザー環境によっては正しくマイルを獲得できない場合があります。 

 

＜マイルについて＞  

・マイルを獲得するには、Y!mobile サービスの初期登録を行った IDでログインして対象サービスをご

利用頂くことが必要です。  

・獲得できるマイルは、対象サービス、お客さまの契約プラン等により異なります。  

  

＜ランクの認定＞  

・当月に貯めたマイルに応じて、下記のとおり翌月のランクを認定します。  

当月に貯めたマイル数  ランク  

80～199マイル  ブロンズ  

200～399マイル  シルバー  

400～599マイル  ゴールド  

600マイル～  プラチナ  

・ランクの認定期間は、通知された当月限りです。  

  

＜特典内容＞  

・前月のランクに応じて、追加料金（0.5GB：550円(税込)/回）が無料になる回数は、下記のとおりで

す。  

ランク  追加料金の無料回数  

ブロンズ  1回  

シルバー  2回  

ゴールド  10回  

プラチナ  無制限  

・特典の有効期限は、当月限りです。翌月に持ち越すことはできません。  

※暦日 1日に通信サービス契約を解約した場合、特典は適用されません。  

・特典を利用するには、My Y!mobile 等から追加データ購入手続きが必要です。  

  

  

⚫ パケくじについて  
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「パケくじ」は、スマホ版 Yahoo! JAPANアプリ、またはスマホ版ヤフーのトップページにログインし

て 5 日アクセスするとくじ引き権利がもらえ、当選者はパケットマイレージにおけるマイルが獲得でき

るサービスです。  

  

＜ご利用条件＞  

・お申込みは不要です。下記の料金プランにご加入のお客さまが Y!mobileサービスの初期登録を行う

ことにより、「パケくじ」を利用することができます。Y!mobileサービスの初期登録を行わない場合、 

「パケくじ」を利用できませんのでご注意ください。  

  

料金プラン  ケータイプラン SS、ケータイベーシックプラン SS、シンプル

S/M/L、スマホプラン、スマホベーシックプラン  

  

・通信サービス契約を解約の場合、または、当社もしくはヤフーが定める利用条件に違反した等の事由

により IDが無効になった場合は、「パケくじ」の提供を終了します。  

   

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、または当社が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、ご契約の通信サービス契約約款（「ワイモバイル通信サ

ービス契約約款（電話サービス編）（タイプ 1・2）」、「ワイモバイル通信サービス契約約款（データ通信

サービス編）」）の規定を適用します。  

  

  

以上 

更新日：2022年 12月 16日  


