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お客様各位 

SoftBank 光正規販売代理店 

株式会社 LifeBank（ライフバンク） 

 

SoftBank 光 お申込内容確認のお知らせ 

 

この度は SoftBank 光のお申込を頂き誠にありがとうございます。 

つきましては、お申込頂いた内容のご案内をいたしますので、ご一読いただきますようお願い申し上げます。 

 

■お申込内容 

【工事費】（税抜） 

 初回請求額 月々の請求額 合計金額 分割可否 

  ①立ち会い工事あり ※1 1,000 円 1,000 円×23 回 24,000 円 
可※4 

  ②立ち会い工事あり ※2 400 円 400 円×23 回 9,600 円 

  ③立ち会い工事なし ※3 2,000 円 - 2,000 円 
不可 

土日工事割増金 3,000 円 

 

※1 宅内への光ケーブルを新設または一部利用し配線ルートを変更する場合 

※2 宅内の光ケーブルを再利用する場合または、LAN 配線方式 

※3 宅内に立ち入らない工事(局内工事) 

※4 24 分割した際のお支払い金額例になります。一括・分割（24,36,48,60）により月々の請求額は変動します。 

※転用での申込の場合は、上記工事費は発生致しません。(移転や回線品目変更を伴う場合は対象外です） 

※夜間工事希望の場合は別途工事費用が発生いたします。詳細はソフトバンク光サポートセンターへ 

お問い合わせください。 

※立会い工事の有無については工事日についてＳＭＳがソフトバンクより届きますのでＳＭＳにてご確認お願い致します 

特記事項：ごくまれにお客様のお住まいの環境によっては別途工事費が発生する可能性がございます。 

 

【月額利用料】（税抜） 

 回線種別 月額料金 

回線＋プロバイダ ファミリープラン 5,200 円 

※自動更新ありプラン 

 

【初期費用】（税抜） 

契約事務手数料 3,000 円 
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【オプションご利用のお客様へ】（税抜） 

BB フォンオプションパック 500 円 最大 1 ヶ月無料 

 

BB マルシェ by 大地を守る会 458 円 最大 1 ヶ月無料 

BB サポートワイドプラス 500 円 最大 1 ヶ月無料 

BB お掃除＆レスキュー 458 円 最大 1 ヶ月無料 

とく放題 500 円 最大 1 ヶ月無料 

BB ライフホームドクター 500 円 最大 1 ヶ月無料 

スマートレスキュー 980 円 開通月無料 

スマートシネマ WithU-NEXT 980 円 光回線開通の翌月末まで無料 

※光 BB ユニット 467 円 最大 1 ヶ月無料 
おうち割適用で 

合計 500 円～ 
※Wi-Fi マルチパック 990 円 最大 1 ヶ月無料 

※電話サービス(ＢＢフォン含む) プランにより変動 無料期間なし 

 

各オプションの詳しい内容については別紙をご参照ください。 

オプションは無料期間が御座いますのでお試し頂きまして、もしご不要で御座いましたら SoftBank光サポートセンターにて

解約をお願いします。 

<<ソフトバンクサポートセンター>> 0800-111-2009（営業時間 10:00～19:00） 

 

■スマートレスキューは提供元が「スマートレスキュー株式会社」となっております。 

 ご利用・ご解約については以下窓口へご連絡をお願い致します。 

<<スマートレスキューサポート窓口>> 0120-952-621（営業時間 10:00～20:00） 

 

■スマートシネマ WithU-NEXT は提供元が「株式会社セールスパートナー 」となっております。 

 ご利用・ご解約については以下窓口へご連絡をお願い致します。 

<<セールスパートナー問い合わせ窓口>> 0120-011-601（営業時間 10:00～18:00） 

 

※ご利用いただくオプションはお客様の申込内容・条件によって異なります。 

※ご契約中のオプションのご確認は、上記サポートセンターもしくは、スターターパックにてご確認お願い致します。 

※おうち割適用の際には上記オプション（光BBユニット・wi-fiマルチパック・電話サービス）へのお申込が必須になります。 

 

内容に不備やご不明点が御座いましたら、お手数ですが直接 SoftBank 光サポートセンターまでご連絡をお願い致しま

す。 

※建物や環境上の問題で工事が出来ない可能性も御座いますので、その旨ご了承お願い致します。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

SoftBank 光正規販売代理店 株式会社 LifeBank（ライフバンク） (代理店届出番号：G2004800) 

 0120-362-713 ※通話料無料 11:00～19:00（年中無休） 



 

 3 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

別紙 各オプションの詳細（金額は全て税抜き価格です） 

■光ＢＢユニット（月額 467 円）＋Wi-Fi マルチパック（月額 990 円） ※おうち割必須オプション 

無線ルータとしてご利用いただけます 

※光ＢＢユニットは光電話（Ｎ）、ＢＢフォン、Wi-Fi マルチパックを利用する場合は必須です。 

 

■BB フォンオプションパック（月額 500 円） 

 「ケータイ割 30」、「番号表示サービス」 「転送電話サービス」をセットでにてご利用いただけるパック 

 ケータイ割 30・・・BB フォンから携帯電話への通話料金を通常料金より 30％割引いたします。 

 番号表示サービス・・・かけてきた相手の電話番号が電話機のディスプレイに表示されます。 

 転送電話サービス・・・自宅にかかってきた電話を他の電話番号で受けることができます。 

 

■Yahoo! BB 基本サービス（月額 300～） 

Yahoo! BB 基本サービスは、「Yahoo!メール」「Yahoo!ジオシティーズ」「Yahoo!ウォレット」などをご利用いただける 

サービスです。 

 

■BB ライフホームドクター 

専門医監修のもと、あなたの健康管理をいつでもどこでも 24 時間サポートするサービスです。看護師、助産師などの 

有資格者の電話での個別相談から専門医のご紹介まで、健康生活を支援します。 

 

■BB サポートワイドプラス(月額 500 円） 

「インターネットにつながらない」など、お客さまの「困った」に、電話・リモートサポート 

（遠隔操作が可能 なツールによるサポート）、および訪問サポートにてご対応いたします。 

またレンタル接続機器が故障した際の「修理交換料金」が不要となる保障がつきます。 

 

■とく放題（月額 500 円） 

生活をもっとおトクに、もっと楽しく。グルメ、レジャー、エンタメ、ショッピングなど様々なジャンルの割引・優待を受けられる

会員限定サービスです。 

 

■BB マルシェ by 大地を守る会（月額 458 円） 

安心食材 13,000 品目をネットで購入、ご自宅へ配送。パソコンから 24 時間いつでも新鮮な食材が注文できる。 

食品 1 つから送料完全無料でお届け。 

 

■BB お掃除＆レスキュー（月額 458 円） 

水まわりや鍵のトラブル、手に負えない汚れをプロにおまかせ。宅でのトラブルやサービスをお電話で 

24 時間 365 日対応します。 

 

各オプションはソフトバンク公式サイト（下記ＵＲＬ）にて詳細が確認いただけます。 
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http://www.softbank.jp/ybb/sbhikari/options/ 

【無料期間中に不要なオプションを解約されたい方へ】 

ソフトバンク光開通後に不要なオプションを解約いただく際は、以下をご確認いただき、各窓口へ指定のタイミングにご連

絡いただきますようお願いいたします。 

※オプションの有無はお客様の申込内容・条件によって異なります。 

 

■ソフトバンク光のオプション 

連絡先：0800-111-2009（営業時間 10:00～19:00） 

解約のタイミング：ソフトバンク光開通した日から 30 日間 ※開通直後に解約いただいても問題ございません 

 

■スマートレスキュー 

連絡先：0120-952-621（営業時間 10:00～20:00） 

解約のタイミング：ソフトバンク光開通月の間 ※開通直後に解約いただいても問題ございません。 

 

■スマートシネマ WithU-NEXT 

連絡先：0120-011-601（営業時間 10:00～18:00） 

解約のタイミング：ソフトバンク光開通の翌月末までにご連絡ください。 

※スマートシネマ WithU-NEXT の書面がお手元に届くまでは情報が反映されていない可能性がございます。 

※スマートシネマ WithU-NEXT の書面はソフトバンク光が開通してから順次発送となります。 

 

【開通前レンタルをお申し込みの方】 

■機器に関して 

機器は書類送付先の住所に配送されます。 

利用にあたってのご利用料金・契約解除金は発生いたしませんので開通までの期間、ご使用ください。 

また、場合によっては機器到着まで 10 日以上かかる可能性が御座いますのでご了承ください。 

■ご注意事項 

「SoftBank 光」開通までご利用可能なサービスとなっております。 

「SoftBank 光」をキャンセルした場合や「SoftBank 光」の申込日から 180 日経過後はサービス提供終了となります。 

万が一、接続機器がお客さまの不注意や天災などにより故障した場合、 「修理交換料金」の費用が発生する場合が

あります。 

■返送に関して 

「Softbank 光 開通/キャンセル」等により、レンタルサービス提供終了後は、未返却だと違約金が発生いたします。 

Softbank からお送りします、着払伝票と一緒に指定住所までご返却をお願いいたします。 

■その他 

本サービスにおけるお問い合わせ先は Softbank サポートセンターとなっております。 

http://www.softbank.jp/ybb/sbhikari/options/

