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記載の料金額は税抜金額です 

「法人基本パック for 4G ケータイ／法人基本パックプラス for 4G ケータイ」 
 
【4G ケータイ】 
月額使用料：475円／665円 
 
「法人基本パック for 4G ケータイ」及び「法人基本パックプラス for 4G ケータイ」のご利用にあたっては、本重要事項説明書のほか、当
社が別途定める３Ｇ通信サービス契約約款及び４Ｇ通信サービス契約約款並びにウェブ利用規約が適用されるものとします。 
本重要事項説明書に定める内容と上記約款との間に齟齬が生じた場合、本重要事項説明書に定める内容が優先して適用されるものと
します。 
 
以下のサービスがセットになっています。 
 
「安否確認」 
「安心遠隔ロック」 
「一斉メッセージ配信」 
「共有電話帳」 
「電話帳配布」 
「位置ナビ一斉検索」 
「一定額ストップサービス」 
「紛失ケータイ捜索サービス」 
「位置ナビ」 
「留守番電話プラス」 
「割込通話」 
「グループ通話」 
「詐欺ウォール / Internet SagiWall」 
「迷惑電話ブロック」 
「法人ケータイ紛失捜索サービス」 
法人基本パックプラス for 4G ケータイには、上記サービスに加え「ケータイ機能制御」「ウェブアクセス指定（4G ケータイ）」「アクセス履歴
閲覧（4G ケータイ）」もセットになっています。 
 
法人基本パック for 4G ケータイ／法人基本パックプラス for 4G ケータイに初めてご加入の場合、月額使用料が 1 ヵ月無料となります。 
※ 継続加入の場合は、無料対象外となります。 
※ 機種変更時に次のサービスから変更する場合は対象外です。 
法人基本パック、法人基本パックプラス、法人基本パック for 4G ケータイ、法人基本パックプラス for 4G ケータイ、iPhone 法人基本
パック、スマートフォン法人基本パック、ケータイ基本パック、ケータイ基本パック for 4G ケータイ、iPhone 基本パック、スマートフォン基本パ
ック、あんしんファミリーケータイ基本パック、4G ケータイセキュリティパック、スマートフォンセキュリティパック、iPhone セキュリティパック 
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 法人基本パック for 4G ケータイ／法人基本パックプラス for 4G ケータイの各種サービス・特典の提供および管理のため、サービス

提供会社に利用者情報の提供を行う場合があります。 
 電話番号変更をされた場合、保存された伝言メッセージやアドレス帳などの情報は削除されます。 
 各サービスについては、各サービスの提供条件書又は利用規約が適用されます。 
 各サービスの最新の対応機種については、各オプションパックのホームページをご参照ください。 
 「定額オプション＋」または「準定額オプション＋」にご加入の場合、「一定額ストップサービス」、「留守番電話プラス」、「割込通話」、

「グループ通話」をご利用頂けます。法人基本パック for 4G ケータイ／法人基本パックプラス for 4G ケータイのサービス内容と重複
いたしますのでご注意ください。 

 当社は、お客さまのパーソナルデータを「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこと
とします。 

 当社は、本重要事項説明書の記載事項を予告なく変更することがあります。 
 
〔安否確認〕 
災害時に社員へ災害用伝言板への登録依頼を行い、登録結果を一括で確認できるサービスです。 
 対象となる携帯電話が圏外、電源が OFF の場合、回線停止時、着信規制設定時、「安心遠隔ロック」でメール機能を制御している

場合には、メッセージを受信することはできません（別途配信料がかかります）。 
 MMS タイプで安否登録依頼メールを配信する場合、メッセージ配信料として 1 通 1 円がかかります。メッセージ配信料は、携帯電話

ご契約者に請求いたします。E メールタイプのメッセージ配信料は無料です。なお、ご契約プランによって別途パケット通信料が必要とな
ります。ホワイトプランをご契約の場合は、メッセージ配信料のみかかります。 

 安否情報の取得には時間を要する場合があります。 
 
〔安心遠隔ロック〕 
社員の携帯電話のパスワードの一括設定や、内部データの消去ができるサービスです。 
 対象となる携帯電話が圏外、電源が OFFの場合、回線停止時など SMS が受信できない場合はご利用いただけません。 
 パスワードロック／データの消去が完了するまでに時間を要する場合があります。 
 海外ローミング時、および複数のアプリケーションが同時に起動している場合の利用についてパスワードロック／データの消去の保証はで

きかねます。 
 本サービスを解約する場合は、契約者は必ずパスワードロック機能を解除した上で行ってください。本サービス解約後は、法人コンシェル

サイト経由でパスワードロックを解除することはできません。また、契約者は法人コンシェルサイトでパスワードロック時のパスワードをご確
認いただけません。 

 消去されたデータの復元はできませんのでご了承ください。 
 
〔ケータイ機能制御〕 ※法人基本パックプラス for 4G ケータイのみ。 
携帯電話の機能の中から業務に不要な機能や、コンプライアンス面で好ましくないと思われる機能を制限できるサービスです。 
 対象となる携帯電話が圏外の場合、電源が OFF の場合、回線停止している場合などは、ご利用いただけません。 
 機種によっては抑止された携帯電話の動作が異なる場合があります。 
 携帯電話本体と回線（USIM）の組み合わせが変更される場合は、あらかじめ制御を解除してください。 

https://www.softbank.jp/biz/mobile/service_solution/option/basicpack_biz/
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 法人基本パックプラス for 4G ケータイの解約は必ず機能制御を解除した後に行ってください。 
 機能制御状態で「ケータイ機能制御」を解約した場合、再度「ケータイ機能制御」に加入しても解除できない機能制御項目がありま

すので、ご注意ください。 
 
〔ウェブアクセス指定（4G ケータイ）〕 ※法人基本パックプラス for 4G ケータイのみ。 
管理者が従業員等の携帯電話のアクセス可能先を指定するサービスです。 
 対象となる携帯電話が圏外や電源が入っていない場合、URL リストの反映がうまくできない場合があります。 
 法人ブラウザを起動するときや、URL リストを取り込む際にはパケット通信料が発生します。 
 ご利用にあたり必ず法人ブラウザを一度立ち上げる必要があります。 
 URL リストの反映には最大 30分程度かかります。 

 
〔アクセス履歴閲覧（4G ケータイ）〕 ※法人基本パックプラス for 4G ケータイのみ。 
管理者が従業員等の携帯電話のアクセス履歴を閲覧するサービスです。 
 対象となる携帯電話が圏外や電源が入っていない場合、アクセス履歴ファイルの送信が正常にできない場合があります。 
 ご利用にあたり必ず法人ブラウザアプリを一度立ち上げる必要があります。 
 アクセス履歴ファイルの送信にはパケット通信料が発生します。 
 
〔一斉メッセージ配信〕 
管理者から社員の携帯電話に業務連絡メッセージを一斉送信できるサービスです。 
 対象となる携帯電話が圏外、電源が OFFの場合、回線停止時など SMS が受信できない場合はご利用いただけません。 
 SMS、S!メール（MMS、HTML）の配信には 1円／通がかかります。S!メール（MMS、HTML）、E メールの場合、ウェブ使用料ま

たはデータプランへのご加入が必要であり、ご利用料金プラン（ホワイトプラン以外）により、別途パケット料が発生します。返信には別
途通信料が必要です。 

 メッセージの配信には時間を要する場合があります。 
 
〔共有電話帳〕 
管理者が登録した電話帳を複数の携帯電話で共有できるサービスです。 
 電話帳を同期する際に、パケット通信料がかかります。 
 「法人基本パック for 4G ケータイ／法人基本パックプラス for 4G ケータイ」から「S!電話帳バックアップ」または「共有電話帳」を含

むサービスに変更した場合は、それまで保存されていた電話帳などの情報は引き継がれます。サービスを解除した場合、サーバに保存さ
れていた情報は削除されます。また「共有電話帳」を含むサービスに加入した状態で iPhone またはSoftBank スマートフォンに機種
変更した場合は、それまでサーバに保存されていた電話帳などの情報は引き継がれます。 

 
〔電話帳配布〕 
管理者から 1,000件以上の電話帳を携帯電話にメールで一括送信できるサービスです。 
 共有電話帳と電話帳配布を併用すると電話帳が重複するのでご注意ください。 
 
〔位置ナビ一斉検索〕 
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携帯電話の現在位置を、GPS測位を利用して検索できるサービスです。 
 対象となる携帯電話が圏外、電源が OFF の場合、SMS が受信できない場合、GPS機能の設定が OFF の場合、回線停止時、お

よび携帯電話の利用者の同意がない場合などには、位置情報を検索できません。 
 利用時には検索利用料 5円／回、ならびにパケット通信料がかかります。 
 
〔一定額ストップサービス〕 
携帯電話のご利用金額が一定額を超えた場合、発信（音声発信・メールサービス・パケット通信）を停止するサービスです。 
 法人名義でご契約の場合、一部仕様が異なります。詳細は当社法人向けホームページをご参照ください。 
 本サービスのご利用にあたっては、当社が別に定める「一定額ストップサービス ご利用規約」などに従ってご利用ください。 

 
 
 

〔法人ケータイ紛失捜索サービス〕 
 紛失した携帯電話が圏外、電源 OFF の場合、回線停止時、着信規制設定時及び海外で紛失した場合は、その位置をお調べする

ことができません。 
 所在位置情報は、当該対象端末の電波状況その他の具体的状況によって、数十メートルから数キロメートル以上の誤差が生じる等、

正確性を欠くことがあります。 
 本サービスの目的外利用、その他当社が不適切と判断した場合には、サービスのご利用をお断りする場合があります。 
 その他の内容については法人ケータイ紛失捜索サービス利用規約をご確認ください。 

 
更新日： 2022年 4月 1日 

▲ページの先頭へもどる 
 

 

https://portal.business.mb.softbank.jp/portal/doc/kiyaku/hunshitsu_kiyaku.pdf

