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適用条件

併用不可
キャンペーン

その他

 対象サービスが申し込み日より180日以内に開通すること
 開通月を1ヵ月目として5ヵ月目の末日時点にて以下の条件をすべて満たすこと
①支払方法の登録をソフトバンクまたはワイモバイル携帯合算/クレジットカード/
口座振替のいずれかで完了していること
②対象サービスを利用中であること
③転居前の住所が確認できる証明書を当社宛に提出していること
※証明書発行日がSoftBank 光申込日の2ヵ月前の１日～申込日の2ヵ月後の末日のもの
※自社転用およびサービス変更は送付不要
（転用/サ変前の登録住所からの変更が確認できた場合に適用）

 クルー優待
 社員優待
 Yahoo! BB ADSLをNTT東日本エリアにてご利用中のお客様は「【東日本/西日本】
SoftBank提供ADSL限定 SoftBank 光回線工事費無料」が優先適用となり本キャンペーン
対象外
 その他、工事費が無料になるキャンペーンが適用されるお客様は本キャンペーン対象外
 SoftBank Airご利用中の場合はコールセンターにてSoftBank 光へのサービス変更をご案内

業務マニュアルはこちら
以上
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