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記載の料金額は税抜価格です 

□ 「スマ放題 『家族データシェア』」提供条件書 

「家族データシェア」とは、親回線が契約しているデータ定額パックのデータ量を、家族で構成されるグループ（家族データシェアグ

ループ。以下「グループ」といいます。）で共有できる、スマ放題向けのサービス(以下「本サービス」といいます。)です。1 の共有先

（以下「子回線」といいます。）ごとに、シェアオプション定額料が必要です。 

 

【対象料金サービス】 

親回線にて以下データ定額パックのご加入が必要です。定額料は親回線のみに請求いたします。 

名称 定額料 
データ量上限（定額利用内） 

※1※2 

データ定額パック・大容量（10）（家族データシェア） 9,500 円／月 10GB 

データ定額パック・大容量（15）（家族データシェア） 12,500 円／月 15GB 

データ定額パック・大容量（20）（家族データシェア） 16,000 円／月 20GB 

データ定額パック・大容量（30）（家族データシェア） 22,500 円／月 30GB 

※1 毎月ご利用のデータ量がデータ量上限を超えた場合、請求月末までグループ内全回線の通信速度を送受信時最大 128Kbps

に制限いたします。通信速度制限の解除（上記データ量超過後、1GB ごとに 1,000 円加算）および設定には、親回線より My 

SoftBank でのお申し込みが必要です。 

※2 3G対応の iPhone/スマートフォン/iPadをご利用のお客さまが本パケット定額サービスにご加入の場合、準備が整い次第、通信

速度制限の対象となります。 

 

【データシェア月額使用料】 

以下定額料を、子回線の契約者それぞれに請求いたします。 

名称 定額料 

データシェア月額使用料 500 円／月 

 

【グループのお申し込み】 

 本サービスは、iPhone/スマートフォン(X シリーズを除きます。)/iPad/SoftBank 3G（携帯電話）にてご利用いただけるサービス

です。 

※モバイルデータ通信専用機種（一部機種に限ります。）は、子回線の場合のみご加入いただけます。詳細は「スマ放題 

『Wi-Fiルータープラン』・『Wi-Fiルータープラン（高速）』」の提供条件書をご覧ください。 

 グループは同一「家族割引」グループ内の回線のみで構成が可能です。グループの上限回線数は、親回線 1 に対し、子回線

9 までとなります。 

 新たにグループを構成する場合は、グループ内の契約者全員の同意が必要です（来店がない場合は、委任状が必要です）。

また、グループへ新たに回線を追加する場合は、お申し込みされるお客さまにてグループ内の契約者全員から事前に同意を

得た上でお申し込みいただきます。 

 グループを構成する回線の請求締日はすべて同一となるため、グループの新規お申込み、グループへの回線の追加に伴い、

請求締日が変更となる場合があります。 

 グループへの回線の追加・削除のお申し込みは、対象となる回線の契約者ご本人に限り可能です。 
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【親回線・子回線の指定】 

 グループの中から親回線を1回線指定いただきます。親回線の指定により、グループ内の親回線以外の回線は子回線となりま

す。 

 

【データ定額パックの加入】 

 本サービスをご利用いただく場合、親回線・子回線ともに、以下のいずれかのデータ定額パックのご加入が必要です。各デー

タ定額パックのサービス詳細については、「スマ放題『データ定額パック』」提供条件書をご確認ください。 

 本サービスが適用されるまでの間及び本サービスの適用終了後は、親回線・子回線ともに、上記ご加入いただいたデータ定

額パックが適用されます。（本サービス適用期間中は、親回線・子回線ともに、当該データ定額パックの定額料は請求いたしま

せん。）なお、ソフトバンクへの新規加入と同時にお申し込みの場合、ご加入月のみ、「スマ放題『データ定額パック』」提供条

件書に記載する「初月専用 2 段階定額」も選択いただけます。 

  

名称 定額料 

データ定額パック・小容量 3,500 円／月 

データ定額パック・標準 5,000 円／月 

データ定額パック・大容量（10） 9,500 円／月 

データ定額パック・大容量（15） 12,500 円／月 

データ定額パック・大容量（20） 16,000 円／月 

データ定額パック・大容量（30） 22,500 円／月 

データ定額パック（シンプルスマホ） 2,000 円／月 

データ定額パック(3Gケータイ) 3,500 円／月 

 

 子回線について「Wi-Fi ルータープラン」または「Wi-Fi ルータープラン(高速)」にご加入いただいたお客さまが、以下に該当す

る場合、本サービスが適用されるまでの料金プランとして、「Wi-Fi ルータープラン（初月 2GB）／Wi-Fi ルータープラン（高速）

（初月 2GB）」または「Wi-Fiルータープラン（初月 7GB）／Wi-Fiルータープラン（高速）（初月 7GB）」のいずれかにご加入が必

要です。 

 ソフトバンクへの新規加入と同時にお申し込みの場合 

 3G通信サービスから 4G通信サービスの契約変更と同時に申し込みの場合 

 子回線が「Wi-Fiルータープラン」または「Wi-Fiルータープラン(高速)」の場合、本サービスの適用終了後は「4Gデータし放題

フラット＋」（2 年契約あり）／「4G／LTE データし放題フラット」（2 年契約あり）が適用されます。詳細は「スマ放題 『Wi-Fi ルー

タープラン』・『Wi-Fiルータープラン（高速）』」提供条件書をご覧ください。 

 

 

【適用の開始】 

本サービスはお申し込みの翌請求月からの適用となります。 

 

【適用の終了】 

 親回線において解約または本サービスの解除があった場合、グループ内全回線にて本サービスは解除となります。 
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 子回線において解約または本サービスの解除があった場合、親回線と残りの子回線によって本サービスが継続されます。親

回線のみとなった場合は、本サービスは解除となります。 

 親回線が「データ定額パック・小容量／標準」に変更された場合、本サービスは解除となります。 

 本サービスを解除する場合、解除お申し込みの当該請求月末までの適用となります。 

 ソフトバンクを解約される場合は、解約日まで適用します。 

 親回線が解約した場合、子回線は親回線解約の当該請求月末まで本サービスが適用となります。 

 本サービスの解除があった場合、ご加入いただいたデータ定額パックまたは子回線が「Wi-Fi ルータープラン」の場合は「4G

データし放題フラット＋」（2 年契約あり）、Wi-Fi ルータープラン（高速）の場合は「4G/LTE データし放題フラット」（2 年契約あ

り）が、解除があった翌請求月から自動で適用されます。詳細は上記【データ定額パックの加入】をご確認ください。 

 

【その他注意事項】 

 家族おトク割等一部サービスとは併用できません。詳細は当社ホームページでご確認下さい。 

 月途中に加入・解約の場合でも、定額料の日割計算は行いません。 

 本サービスの定額料は、当社契約約款上、通信料として取り扱います。 

 家族データシェアにご加入の親回線および子回線は、テザリングオプション及びソフトバンク Wi-Fi スポットの月額使用料が無

料となります。本サービス加入日から無料となります。なお、家族データシェアの解除および他の料金プランに変更された場合、

または契約変更した場合、月額使用料は日割計算にて当該請求月より課金されます。 

 利用可能データ量については、My SoftBank にてご確認いただけます。 

 

【超過データ料金】 

グループで毎月ご利用のデータ量が親回線のデータ量上限を超えた場合に、「超過データ料金」をお申し込みいただくことで、親

回線・子回線ともに通常速度でご利用いただけます。なお、親回線の契約者のみ「超過データ料金」にお申し込みいただけます。 

 

名称 料金額 

超過データ料金 1,000 円／1GB 

 

 お申し込み方法は以下のいずれかを選択いただけます。なお、最初の設定は制限モードとなります。 

制限モード データ量超過後に速度制限され､超過データ料金は都度お申し込みが必要です。 

快適モード データ量超過後に速度制限されず､自動的に超過データ料金を購入します。 

設定には、親回線より My SoftBank でのお申し込みが必要です。通信速度制限の予告／開始をグループ内全回線へ SMS 等にて

お知らせいたします。お知らせが不要の場合は My SoftBank で設定をオフにすることができます。 

 

【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（契約者回線または当社電気通

信設備から送信された数字、記号およ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、または当社が適当と判断

する方法にて事前に通知します。 
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・ 最新の提供条件書は、当社ホームページ（http://www.softbank.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、3Ｇ通信サービス契約約款および 4G 通信サービス契約約款の規定を適用します。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。 

 

更新履歴 

2014年 8 月 1日作成 

2014年 10月 1 日更新 

 


