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GLION モバイル Softbank プラン提供条件書 

〜iPhoneSE (第 3 世代)64GB〜 

 

この度はお申し込みいただきまして、誠に有り難うございま

す。「GLION モバイル Softbank プラン」（以下「本プラン」とい

います。）は、以下の条件で提供しますので、ご確認ください。 

◆本プランの特典 

本プランの適用条件を全て満たした回線(以下、「対象回線」

といいます。)について、以下の特典が適用されます。 

 

【特典①】 

「通話し放題」「データ定額 5GB/20GB/50GB」その他オプシ

ョンサービスを以下の月額定額料にてご利用頂けます。 

iPhoneSE(第 3 世代) 64GB（36 ヶ月まで） 

・データ容量に応じて以下の月額定額料となります。 

 

 

※37 か月目以降は端末代金が 0 円となり、データ定額料に

それぞれ 1,210 円が加算され、36 ヶ月目以降も同じ料金に

てご利用が可能です。 

 

【特典②】 

「あんしん保証パック with AppleCare Services」にご加入い

ただけます。（任意加入） 

・本プランでの契約時にのみご加入いただけます。 

・サービスの詳細は、各会員規約にてご確認ください。 

 

◆本プランの条件 

①当社クインオート名義にてご契約いただくこと 

②本プランお申込み前に CLUB GLION の紹介用 QR コード

または URL にて会員登録が完了している事 

③iPhoneSE(第 3 世代) 64GB をソフトバンク株式会社が提供

する新スーパーボーナス用販売価格にてご購入いただくと

同時に、ソフトバンク 4G 通信サービスに新規ご加入いただ

くこと。ただし、他社からの乗り換えなどナンバーポータビリ

ティは対象外となります。 

対象端末 
iPhoneSE(第 3 世代) 64GB 

※色の指定はできません。 

④③のご契約時に、以下の加入サービス必須サービスの 

全てにご加入いただくこと 

加入必須 

サービス 

通話定額オプション＋、 

ウェブ使用料、 

データ定額 50GB（※１） 

法人定額 3年割引２００００、 

端末購入 36 回割賦 

※１ 各種データシェアサービスにご加入いただけません。 

提供するサービスにつきましては、ソフトバンク株式会社が提供

するサービスを利用いたします。 

契約約款についてはソフトバンク株式会社の公式ホームページ

にてご確認ください。 

◎ソフトバンク株式会社ホームページ 

 https://www.softbank.jp/mobile/legal/articles/ 

 

⑤ご契約いただいた対象端末を自社業務用、ご自身で使用

すること（レンタル・再販目的での使用不可） 

 

⑥弊社へのお支払い方法として、GLION モバイルお客様マ

イページにて口座振替決済または、クレジットカード決済

の登録が完了している事。※法人での口座振替決済は所

定の書面を提出していること 

サービス名 
月額定額料（全て税込） 

割引前 割引後 

音声基本プラン 1,078円 550 円 

通話定額オプション＋ 1,980 円 0 円 

ウェブ使用料 330 円 0 円 

5G基本料 0 円 0 円 

デザリングオプション 550 円 0 円 

iPhoneセキュリティパック 550 円 0 円 

ソフトバンク Wi-Fi スポット 0 円 0 円 

端末代金 2,090 円 2,090 円 

小 計 6,578円 2,640 円 

データ定額 50GB 6,600 円 2,090 円 

合 計 13,178円 4,730 円 

データ定額 20GB 4,400 円 1,540 円 

合 計 10,978円 4,180 円 

データ定額 5GB 2,200 円 1,210 円 

合 計 8,778円 3,840 円 
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◆注意事項 

・本プランの特典は、回線単位での提供となります。 

・本プランは、ソフトバンク株式会社が提供するその他キャン

ペーン・プログラム・割引サービスとの併用はできません。 

・対象回線について以下のいずれかに該当した場合、該当

事象が発生した日が属する請求月をもって、本プランの特

典の適用を終了させていただきます。（特典の適用終了後

は、通常料金にて請求させていただきます。） 

(1)回線のご契約を解除された場合 

(2)加入必須サービスのいずれかを解除された場合 

(3)データ定額プランを変更された場合 

(4)各種データシェアサービスに加入された場合 

(5)「電話番号・メールアドレスお預かりサービス」にご加入さ

れた場合 

(6)ご契約いただいた端末を機種変更された場合 

(7)ご契約を第三者へ譲渡された場合 

(8)ご請求の一部、又は全部のお支払いが当社の定める支

払期限までに確認できない場合 

 

■本提供条件書記載事項の変更・廃止について 

当社および提供会社であるソフトバンク株式会社のホーム

ページの掲載、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）の配信、又は当社が適当である

と判断する方法にて変更・廃止の内容を告知することによっ

て、当社は本提供条件書の記載内容を変更できるものとさ

せていただきます。この場合、料金、その他の提供内容につ

きましては、変更後の条件が適用されるものとします。 

 

■その他 

・本提供条件書の内容及び存在は、これを秘密として保持

する（以下、「本件秘密保持」といいます）ものとし、第三者

（貴社のお申込又は契約に関わる役員、従業員及び弁護

士会計士等の守秘義務を負う専門家を除きます）に開示す

る場合には、事前に当社の承諾を得るものとし、本件秘密

保持の義務は、本プランの特典の適用が終了した後も適

用されるものとします。 

・本提供条件書に記載のない事項については、ソフトバンク

株式会社発行の「SERVICE&PLAN GUIDE」、3G 通信サー

ビス契約約款及び、4G 通信サービス契約約款を適用しま

すので、あらかじめ内容をご確認ください。 

 【4G 通信サービス契約約款 契約約款】 

https://www.softbank.jp/mobile/set/data/legal/articles/p

df/4g_003.pdf 

 

【3G 通信サービス契約約款】 

https://www.softbank.jp/mobile/legal/articles/3g/ 

 

2022年 4 月 20日 制定 

ご利用にあたっての注意喚起情報 

株式会社クインオート モバイル事業部 

 

本プランのこ利用の際に、いくつかご注意いただく点がござ

いますので、事前に内容をご確認いただきますようお願い申

し上げます。 

 

◆各種お問い合わせ◆ 

ご不明な点やお問い合わせは、以下のメールまたは 

公式 LINEアカウントでご連絡下さい。 

 

株式会社クインオート モバイル事業部 

〒650-0041  

兵庫県神戸市中央区新港町１１番１号 

ジーライオンアワーズビル 9 階 

【mail】mobile-glion@queenauto.co.jp 

【公式 LINEアカウント】 

 ホーム画面の検索ウィンドウで 

 「GLION モバイル」と入力していただき 

 友達追加をお願いします。 

 

 

【料金及び契約内容に関して】 

別紙「GLION モバイル Softbank プラン提供条件書」の内容

をご確認ください。尚、データ容量を超えた場合、そのご利

用月の月末まで通信速度を 128kbps に制限させていただき

ます。追加データの申込みについては、1GB あたり 1,100 円

(税込)にて追加が可能です。ご希望の場合は、当社までお

問い合わせください。 
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【別途追加料金が発生するサービス等】 

下記サービスは「GLION モバイル Softbank プラン」対象外と

なりますので別途料金が加算されますのでご注意ください。 

 ・0570 のナビダイヤルや 0180 のテレドーム 

 ・番号案内（104） 

 ・ソフトバンク以外への SMS 

 ・国際電話通話料、国際ローミング通話料 

 ・ソフトバンク衛星電話サービス など 

 

【お支払いに関して】 

ご契約回線毎のお支払い方法は、個別設定ができますが、

料金未払いが発生した場合、ご契約者様にお支払い義務が

ございます。使用者と協力の上、速やかにお支払いください。 

口座振替又は、クレジット決済でのお申込みは、所定の金

融機関での処理に、お時間が掛かる場合がございます。第

1 回目のお支払いに決済が間に合わない場合、当社よりコ

ンビニエンスストアでの支払依頼メールをお送りしますので、

当社指定のコンビニエンスストアにてお支払いをお願い致し

ます。振替の銀行口座やクレジットカードの変更等で再処理

をする場合も同様となります。 

「GLION モバイル Softbank プラン」はプラン変更ができませ

ん。「あんしん保証パック」のみ契約時のオプションとして設

定可能になります。使用途中でのお申し込みはできません。 

 

【サポート・メンテナンスに関して】 

当社からお送りする端末がお手元に届きましたら、必ず動作

確認をしていただき、不具合等がある場合はすぐに当社ま

でご連絡ください。初期不良対応につきましては、開通後 5

日以内となります。5 日を経過した場合は、通常修理対応と

なり、あんしん保証パック未加入の場合は、有償修理となる

可能性がございますのでご留意ください。 

なお、当社提供端末以外でのご利用についてはサポート対

象外ととなります。ＳＩＭカード付け替え等でご利用になる場

合はご注意ください。 

「あんしん保証パック」をお申込みの場合は、別途会員規約

にて内容をご確認ください。 

 

【解約と契約更新に関して】 

契約期間は 3年間です。契約期間中の他社に乗り換えがで

きかねますので、全て解約となります。更新月以外の解約

は当社が定める違約金として 22,000 円(税込)と、割引前で

の端末残債が発生致します。また３年後に他社に乗り換え

の場合は、お客様名義に変更後、移行していただきます。そ

の際に名義手数料として3,300円(税込)が発生いたしますの

でご了承ください。ただし、3 年以降も継続してご利用になる

場合、自動更新となり特に申し出は必要ありません。 

 

 

2022年 4 月 20日 制定 

契約に関しての重要事項 

 

ご契約いただくにあたり、事前に以下の重要事項をお読み

いただき、ご理解下さいますようお願い申し上げます。 

 

1．当社「株式会社クインオート名義」としての再販プランで

のご契約となり、お客様名義ではございませんのでご注

意ください。なお、端末については 36 ヶ月以降はお客様

の所有物となります。 

 

2．お支払い方法はクレジットカード決済、口座振替よりお選

びいただけます。クレジット決済及び個人名義の口座振

替をご希望の場合、弊社での申込受付が完了した際に、

申込時に記載いただきましたメールアドレス宛にお客様マ

イページのご案内を送信いたします。URL にアクセスして

マイページにログインいただき、決済登録のお手続きをお

願い致します。 

法人名義で口座振替をご希望の場合は、預金口座振替

依頼書に必要事項を記入いただいた上でご提出ください。 

 

3．料金のお支払いについては、毎月の決済日に遅延が無

いようお支払い、引き落としのご準備をお願い致します。 

月額料金のお支払いが確認できない回線については、支

払い期限の 2 日後以降に回線が利用できなくなる可能性

がございます。回線停止の際には、回線復旧作業費用と

して 1,100 円（税込）を加算してお支払いいただき、回線の

再開については、お支払いいただいた日の土日祝・弊社

所定の休業日を除いた翌営業日の 10 時以降から順次対

応いたしますので予めご了承ください。 
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4.本人確認書類として、身分証明証（免許証・健康保険証・

パスポート等）の裏表の原寸大コピー提出が必要となりま

す。法人の場合は履歴事項証明書、代表者様の名刺が必

要です。申込書類については期限内に全てご提出をお願

いします。 

 

5．端末の設定やバックアップなどの端末設定は全てお客様

自身で行っていただきます。また、当社提供端末以外で

のＳＩＭカードの入れ替え作業等による不具合は、全て自

己責任となります。また、当社提供端末以外はサポート対

象外となりますのでご注意ください。端末の『あんしん保証

パック』はオプションで追加いただけますが、申込時のみ

追加可能となりますのでご留意下さい。 

 

6．通常使用による故障や不具合は製品保証期間内であれ

ば当社にて受付後対応いたします。確認後、お客様起因

の場合は有償修理となります。バッテリー等の消耗部品

は、全てサポート対象外となります。 

 

7．ソフトバンクまとめて支払いの利用については、法人契約

に基づき一部利用制限がかかる可能性がございます。 

 

8.マイソフトバンクなどの一部機能についても、クインオート

名義となる為、利用制限がかかります。詳細につきまして

は、お申し込み完了までにご確認いただけますようお願い

致します。 

 

2022年 4 月 20日 制定 
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GLION モバイル Softbank プラン提供条件書 

〜AQUOS wish〜 

 

この度はお申し込みいただきまして、誠に有り難うございま

す。「GLION モバイル Softbank プラン」（以下「本プラン」とい

います。）は、以下の条件で提供しますので、ご確認ください。 

◆本プランの特典 

本プランの適用条件を全て満たした回線(以下、「対象回線」

といいます。)について、以下の特典が適用されます。 

 

【特典】 

「通話し放題」「データ定額 5GB/20GB/50GB」その他オプシ

ョンサービスを以下の月額定額料にてご利用頂けます。 

AQUOS wish（36 ヶ月まで） 

・データ容量に応じて以下の月額定額料となります。 

 

 

※37 か月目以降は端末代金が 0 円となり、データ定額料に

それぞれ 1,210 円が加算され、36 ヶ月目以降も同じ料金に

てご利用が可能です。 

◆本プランの条件 

①当社クインオート名義にてご契約いただくこと 

②本プランお申込み前に CLUB GLION の紹介用 QR コード

または URL にて会員登録が完了している事 

③AQUOS wish をソフトバンク株式会社が提供する新スーパ

ーボーナス用販売価格にてご購入いただくと同時に、ソフト

バンク4G通信サービスに新規ご加入いただくこと。ただし、

他社からの乗り換えなどナンバーポータビリティは対象外

となります。 

対象端末 
AQUOS wish 

※色の指定はできません。 

④③のご契約時に、以下の加入サービス必須サービスの 

全てにご加入いただくこと 

加入必須 

サービス 

通話定額オプション＋、 

ウェブ使用料、 

データ定額料（※１） 

法人定額 3 年割引２００００、 

端末購入 36 回割賦 

※１ 各種データシェアサービスにご加入いただけません。 

提供するサービスにつきましては、ソフトバンク株式会社が提供

するサービスを利用いたします。 

契約約款についてはソフトバンク株式会社の公式ホームページ

にてご確認ください。 

◎ソフトバンク株式会社ホームページ 

 https://www.softbank.jp/mobile/legal/articles/ 

⑤ご契約いただいた対象端末を自社業務用、ご自身で使用

すること（レンタル・再販目的での使用不可） 

⑥弊社へのお支払い方法として、GLION モバイルお客様マ

イページにて口座振替決済または、クレジットカード決済

の登録が完了している事。※法人での口座振替決済は所

定の書面を提出していること 

 

◆注意事項 

・本プランの特典は、回線単位での提供となります。 

・本プランは、ソフトバンク株式会社が提供するその他キャン

ペーン・プログラム・割引サービスとの併用はできません。 

・対象回線について以下のいずれかに該当した場合、該当

事象が発生した日が属する請求月をもって、本プランの特

典の適用を終了させていただきます。（特典の適用終了後

は、通常料金にて請求させていただきます。） 

サービス名 
月額定額料（全て税込） 

割引前 割引後 

音声基本プラン 1,078円 990 円 

通話定額オプション＋ 1,980 円 0 円 

ウェブ使用料 330 円 0 円 

5G基本料 0 円 0 円 

デザリングオプション 550 円 0 円 

スマートフォンセキュリティパック 550 円 0 円 

ソフトバンク Wi-Fi スポット 0 円 0 円 

端末代金 1,880 円 1,210 円 

小 計 6,368円 2,200 円 

データ定額 50GB 6,600 円 1,650 円 

合 計 12,968円 3,850 円 

データ定額 20GB 4,400 円 1,210 円 

合 計 10,768円 3,410 円 

データ定額 5GB 2,200 円 880 円 

合 計 8,568円 3,080 円 
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(1)回線のご契約を解除された場合 

(2)加入必須サービスのいずれかを解除された場合 

(3)データ定額プランを変更された場合 

(4)各種データシェアサービスに加入された場合 

(5)「電話番号・メールアドレスお預かりサービス」にご加入さ

れた場合 

(6)ご契約いただいた端末を機種変更された場合 

(7)ご契約を第三者へ譲渡された場合 

(8)ご請求の一部、又は全部のお支払いが当社の定める支

払期限までに確認できない場合 

 

■本提供条件書記載事項の変更・廃止について 

当社および提供会社であるソフトバンク株式会社のホーム

ページの掲載、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）の配信、又は当社が適当である

と判断する方法にて変更・廃止の内容を告知することによっ

て、当社は本提供条件書の記載内容を変更できるものとさ

せていただきます。この場合、料金、その他の提供内容につ

きましては、変更後の条件が適用されるものとします。 

 

■その他 

・本提供条件書の内容及び存在は、これを秘密として保持

する（以下、「本件秘密保持」といいます）ものとし、第三者

（貴社のお申込又は契約に関わる役員、従業員及び弁護

士会計士等の守秘義務を負う専門家を除きます）に開示す

る場合には、事前に当社の承諾を得るものとし、本件秘密

保持の義務は、本プランの特典の適用が終了した後も適

用されるものとします。 

・本提供条件書に記載のない事項については、ソフトバンク

株式会社発行の「SERVICE&PLAN GUIDE」、3G 通信サー

ビス契約約款及び、4G 通信サービス契約約款を適用しま

すので、あらかじめ内容をご確認ください。 

 【4G 通信サービス契約約款 契約約款】 

https://www.softbank.jp/mobile/set/data/legal/articles/p

df/4g_003.pdf 

【3G 通信サービス契約約款】 

https://www.softbank.jp/mobile/legal/articles/3g/ 

2022 年 4 月 20日 制定 

2022 年 8月 1日 制定 

ご利用にあたっての注意喚起情報 

株式会社クインオート モバイル事業部 

 

本プランのこ利用の際に、いくつかご注意いただく点がござ

いますので、事前に内容をご確認いただきますようお願い申

し上げます。 

 

◆各種お問い合わせ◆ 

ご不明な点やお問い合わせは、以下のメールまたは 

公式 LINE アカウントでご連絡下さい。 

 

株式会社クインオート モバイル事業部 

〒650-0041  

兵庫県神戸市中央区新港町１１番１号 

ジーライオンアワーズビル 9 階 

【mail】mobile-glion@queenauto.co.jp 

【公式 LINE アカウント】 

 ホーム画面の検索ウィンドウで 

 「GLION モバイル」と入力していただき 

 友達追加をお願いします。 

 

 

【料金及び契約内容に関して】 

別紙「GLION モバイル Softbank プラン提供条件書」の内容

をご確認ください。尚、データ容量を超えた場合、そのご利

用月の月末まで通信速度を 128kbps に制限させていただき

ます。追加データの申込みについては、1GBあたり 1,100 円

(税込)にて追加が可能です。ご希望の場合は、当社までお

問い合わせください。 

 

【別途追加料金が発生するサービス等】 

下記サービスは「GLION モバイル Softbank プラン」対象外と

なりますので別途料金が加算されますのでご注意ください。 

 ・0570 のナビダイヤルや 0180 のテレドーム 

 ・番号案内（104） 

 ・ソフトバンク以外への SMS 

 ・国際電話通話料、国際ローミング通話料 

 ・ソフトバンク衛星電話サービス など 
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【お支払いに関して】 

ご契約回線毎のお支払い方法は、個別設定ができますが、

料金未払いが発生した場合、ご契約者様にお支払い義務が

ございます。使用者と協力の上、速やかにお支払いください。 

口座振替又は、クレジット決済でのお申込みは、所定の金

融機関での処理に、お時間が掛かる場合がございます。第

1 回目のお支払いに決済が間に合わない場合、当社よりコ

ンビニエンスストアでの支払依頼メールをお送りしますので、

当社指定のコンビニエンスストアにてお支払いをお願い致し

ます。振替の銀行口座やクレジットカードの変更等で再処理

をする場合も同様となります。 

「GLION モバイル Softbank プラン」はプラン変更ができませ

ん。「あんしん保証パック」のみ契約時のオプションとして設

定可能になります。使用途中でのお申し込みはできません。 

 

【サポート・メンテナンスに関して】 

当社からお送りする端末がお手元に届きましたら、必ず動作

確認をしていただき、不具合等がある場合はすぐに当社ま

でご連絡ください。初期不良対応につきましては、開通後 5

日以内となります。5 日を経過した場合は、通常修理対応と

なり、あんしん保証パック未加入の場合は、有償修理となる

可能性がございますのでご留意ください。 

なお、当社提供端末以外でのご利用についてはサポート対

象外ととなります。ＳＩＭカード付け替え等でご利用になる場

合はご注意ください。 

「あんしん保証パック」をお申込みの場合は、別途会員規約

にて内容をご確認ください。 

 

【解約と契約更新に関して】 

契約期間は 3 年間です。契約期間中の他社に乗り換えがで

きかねますので、全て解約となります。更新月以外の解約

は当社が定める違約金として 22,000 円(税込)と、割引前で

の端末残債が発生致します。また３年後に他社に乗り換え

の場合は、お客様名義に変更後、移行していただきます。そ

の際に名義手数料として3,300円(税込)が発生いたしますの

でご了承ください。ただし、3 年以降も継続してご利用になる

場合、自動更新となり特に申し出は必要ありません。 

 

2022 年 4 月 20日 制定 

2022 年 8月 1日 制定 

契約に関しての重要事項 

 

ご契約いただくにあたり、事前に以下の重要事項をお読み

いただき、ご理解下さいますようお願い申し上げます。 

 

1．当社「株式会社クインオート名義」としての再販プランで

のご契約となり、お客様名義ではございませんのでご注

意ください。なお、端末については 36 ヶ月以降はお客様

の所有物となります。 

 

2．お支払い方法はクレジットカード決済、口座振替よりお選

びいただけます。クレジット決済及び個人名義の口座振

替をご希望の場合、弊社での申込受付が完了した際に、

申込時に記載いただきましたメールアドレス宛にお客様マ

イページのご案内を送信いたします。URL にアクセスして

マイページにログインいただき、決済登録のお手続きをお

願い致します。 

法人名義で口座振替をご希望の場合は、預金口座振替

依頼書に必要事項を記入いただいた上でご提出ください。 

 

3．料金のお支払いについては、毎月の決済日に遅延が無

いようお支払い、引き落としのご準備をお願い致します。 

月額料金のお支払いが確認できない回線については、支

払い期限の 2 日後以降に回線が利用できなくなる可能性

がございます。回線停止の際には、回線復旧作業費用と

して 1,100 円（税込）を加算してお支払いいただき、回線の

再開については、お支払いいただいた日の土日祝・弊社

所定の休業日を除いた翌営業日の 10 時以降から順次対

応いたしますので予めご了承ください。 

 

4.本人確認書類として、身分証明証（免許証・健康保険証・

パスポート等）の裏表の原寸大コピー提出が必要となりま

す。法人の場合は履歴事項証明書、代表者様の名刺が必

要です。申込書類については期限内に全てご提出をお願

いします。 

 

5．端末の設定やバックアップなどの端末設定は全てお客様

自身で行っていただきます。また、当社提供端末以外で

のＳＩＭカードの入れ替え作業等による不具合は、全て自
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己責任となります。また、当社提供端末以外はサポート対

象外となりますのでご注意ください。端末の『あんしん保証

パック』はオプションで追加いただけますが、申込時のみ

追加可能となりますのでご留意下さい。 

 

6．通常使用による故障や不具合は製品保証期間内であれ

ば当社にて受付後対応いたします。確認後、お客様起因

の場合は有償修理となります。バッテリー等の消耗部品

は、全てサポート対象外となります。 

 

7．ソフトバンクまとめて支払いの利用については、法人契約

に基づき一部利用制限がかかる可能性がございます。 

 

8.マイソフトバンクなどの一部機能についても、クインオート

名義となる為、利用制限がかかります。詳細につきまして

は、お申し込み完了までにご確認いただけますようお願い

致します。 

2022 年 4 月 20日 制定 

2022 年 8月 1日 制定 
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