「招待プログラム」提供条件書
「招待プログラム」（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、本提供条件書記載の適用条件を満たすお客さまを対象に特典を提供するキャンペーンです。
■対象申込期間
2022 年 9 月 14 日（水） ～ 終了日未定
■適用条件
次のいずれの条件も満たした場合に、適用対象となります。
【適用条件】
＜招待者(契約者)＞
1. 招待された方（新規契約予定者）が、すべての適用条件を満たしていること。

＜招待された方(新規契約予定者)＞
1. 本キャンペーンの招待専用フォームの必要事項を記入すること。
2. 本キャンペーンの招待専用フォームに招待者(契約者)の LINEMO 契約電話番号を記入すること。
3. 対象申込期間中に、LINEMO の以下の料金プラン(以下「対象プラン」といいます。)に、他社からの乗り
換え(MNP)又は新規（新しい番号）で申込み、その後、LINEMO が開通したこと。
・「スマホプラン」
※ソフトバンク、ワイモバイル又は LINE モバイルからの番号移行は対象外です。
※お申込み時に「現在ご利用中の携帯電話会社」の入力を誤って選択した場合、特典付与の対象外となる場合があります。
※「ミニプラン」は対象プランに含まれません。ご注意ください。

4. 対象プランへの申込みが、本キャンペーンの招待専用 URL を経由して行われていること。
5. LINEMO の開通日※1 が属する月から、その翌月を 1 ヶ月目とした場合の 4 ヶ月目の月（以下「特典付与対象
判定月」※2 といいます。）までに、対象プランから他の料金プランへプラン変更をしていないこと※3。
※1 本提供条件書において、LINEMO の「開通」とは、お客さまにおいて APN 設定（Android）/キャリア設定のアップデ
ート（iPhone/iPad）等の手続が完了したことを指します。
・ USIM（SIM カード）の新規契約において「手続が完了」するには、APN 設定の上、LINEMO 通信サービスをご
利用いただくことが必要です。この場合、LINEMO 通信サービスの最初のご利用日が、対象プランの開通日とな
ります。
・ USIM の新規/MNP お申込みについては、当社から USIM を発送後一定期間以内にお客さまによる手続が完了しな
い場合、当社において通信切替等を実施する等して対象プランを開通させます。この場合、当社による手続実施
日が、対象プランの開通日となります。
・ eSIM のお申込みについては、審査が完了すると「eSIM プロファイルのダウンロードのお知らせ」メールをお送
りします。審査完了の翌日から 5 日目の 19 時までに開通の手続が完了しないと、お申込みは自動的にキャンセル
となり、以降、開通の手続はできなくなります。
※2 LINEMO の開通日から特典付与対象判定月までの間に対象の契約が解除された場合（8 日間キャンセルによって解除
された場合を除きます。）は、当該解除の月を特典付与対象判定月とします。
※3 特典付与対象判定月までに、一度でも対象プランから別の料金プランにプラン変更をしている場合、上記条件は満た
されません。

6. 招待者（契約者）と同一名義でないこと。
■特典
本キャンペーンにおける特典は、次のとおりです。
以下の特典（以下「本特典」といいます。）を提供します。
【招待者(契約者)】
本特典
特典内容
招待された方（新規契約予定者）1 人あたり、PayPay ポイント 1,500 円相当
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【招待された方(新規契約予定者)】
本特典
PayPay ポイント 1,500 円相当
特典付与時期

特典付与方法

LINEMO の開通日が属する月から、その翌月を 1 ヶ月目とした場合の 5 ヶ月目上旬
特典付与時に My Menu に登録されているメールアドレス宛に本特典（PayPay ギフトカ
ード）をお送りします。受取日を 1 日目として、30 日以内に PayPay にチャージしてく
ださい。期限経過後は PayPay にチャージすることができなくなります。この場合にお
いて、本特典の再発行は行いません。
※ 特典付与対象判定月以降にメールアドレスを変更した場合、変更時期によっては、変更前のメール
アドレスに本特典が送付される場合があります。
＜招待者（契約者）＞
⚫ 招待者(契約者)は、複数の方を招待することが可能です。その場合、適用条件をすべて満たした
招待された方(新規契約予定者)の人数に応じた本特典を付与します。

注意事項

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

＜招待された方(新規契約予定者)＞
⚫ 招待専用 URL からのお申込みであっても、招待専用フォームの入力が完了していない場合、本
特典付与の対象外です。
⚫ 招待専用 URL は、招待専用フォームで記入いただいた連絡先メールアドレスにお送りいたしま
す。
⚫ 招待者(契約者)の LINEMO 契約電話番号の記入を誤った場合、本特典付与の対象外となりま
す。
⚫ お申込み手続きを中断し、ブラウザを閉じたあと一定の時間が経過すると、本特典の適用がされ
ない場合がありますのでご注意ください。お申込み手続きを中断した場合には、招待専用 URL
からお申込みをやり直してください。
⚫ 開通日の指定はできません。
⚫ 招待された方(新規契約予定者)が特典付与対象判定月までに対象の契約をキャンセルされた場
合、キャンセル時に提供されている料金プランが申込み時点の料金プランと同一であり、且つプ
ラン変更をしていない場合は、適用条件の「5」を満たされているものとみなします。
⚫ 招待された方（新規契約予定者）が 8 日間キャンセルによってキャンセルされた場合は、本特典
付与の対象外です。
⚫ 招待された方(新規契約予定者)が、同一名義での複数回線お申込みの場合、本特典の適用は 1 回
線目のみとなります。
⚫ 招待された方(新規契約予定者)が特典付与対象判定月までに、対象の契約を譲渡した場合（招待
者（契約者）に譲渡した場合を除きます。）、本特典は譲受者に付与されます。

本特典の受け取りには、お客さまが使用されるスマートフォン端末が PayPay アプリに対応していること、並びに PayPay
アプリのダウンロード及び PayPay アカウントの会員登録が必要です。PayPay アプリの利用が可能な環境、PayPay ポイ
ント等について、詳しくは PayPay ホームページ（https://paypay.ne.jp/）をご確認ください。
PayPay ポイントについて、譲渡（送金）や出金（払出し）はできません。また、PayPay ポイントは、PayPay 公式スト
ア、PayPay カード公式ストアでも利用可能です。
特典付与時に My Menu に登録されているメールアドレスの入力が誤っている場合や、アドレスが利用停止になっている等、
当社からご連絡する本特典の受け取りに関するご案内メールが受信できない場合、本特典を受け取ることができませんので
ご注意ください。
お客さまの都合により本特典を受け取られなかった場合であっても、本特典の再発行は行いません。
本特典の付与は本キャンペーンの適用条件を満たした 1 回線につき 1 回に限られます。
同一名義での複数回線お申込みの場合、本特典の付与は 1 回線目のみとなります。
本キャンペーンの適用条件を満たす名義の異なる複数のご契約をされたとしても、同一の PayPay アカウントにおいては、
本特典を受け取ることができる上限は 5 回までです。5 回を超えた場合は他の PayPay アカウントで受け取る必要がありま
す。
本キャンペーンは予告なく実施の終了、内容の変更を行う場合があります。
当社が、不正な目的や手段で本キャンペーンの適用条件を満たすご契約をされたと判断した場合又は本特典付与の対象外と
なることが判明した場合は、当該契約について、本特典の付与を中止させていただきます。

■解除条件
「招待プログラム」提供条件書
作成日：2022 年 9 月 14 日
ソフトバンク株式会社

・対象プランの契約が 8 日間キャンセルによって解除された場合、本特典は付与されません。
・招待者（契約者）が、特典付与対象判定月までに LINEMO 契約電話番号を、招待された方（新規契約予定
者）が本キャンペーンの招待専用フォームに記載したものから変更した場合、招待者（契約者）には本特典
は付与されません。
・招待された方（新規契約予定者）が、特典付与対象判定月までに、対象の契約を招待者（契約者）に譲渡し
た場合、招待者（契約者）及び招待された方（新規契約予定者）のいずれも、本特典は付与されません。
■他のサービス、キャンペーンとの併用可否
・「通話オプション割引キャンペーン」「LINE MUSIC 6 ヶ月無料キャンペーン」「PayPay ポイントあげち
ゃうキャンペーン」「秋の PayPay ポイント還元祭」との併用が可能です。
・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はできません。
■提供条件書記載事項の変更について
⚫ 当社は、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。
⚫ 本提供条件書の記載事項を変更する場合、当社ホームページに掲載する方法、文字メッセージ（契約者回線
又は当社電気通信設備から送信された数字、記号及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、又は当社が適当と判断する方法にて事前に通知します。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。
⚫ 最新の提供条件書は、当社ホームページ（https://www.linemo.jp）に掲載いたしますので、ご確認くださ
い。なお、提供条件書記載事項以外の部分については、LINEMO 通信サービス契約約款を適用します。ま
た、詳細につきましては、当社ホームページでも確認できます。
以上
更新履歴
2022 年 9 月 14 日作成
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