法人データ通信プランフラット（4G）提供条件書
サービス提供者：ソフトバンク株式会社
（2019 年 9 月 12 日をもちまして、「法人データ通信プランフラット（4G）」の新規受付は終了いたしました）
「法人データ通信プランフラット（4G）」のお申込にあたり、以下の内容にてご提供致しますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。
■ 法人データ通信プランフラット（4G）について
「法人データ通信プランフラット（4G）」（以下、「本プラン」といいます。）とは、対象機種となるデータ通信カードを利用して、各種パソコンなどへ接続し、専用のアクセスポイント
（以下、「本プラン専用 APN」といいます。[※注 1]）を経由したモバイルデータ通信[※注 2] を定額で利用できる料金プランです。
[※注1]
[※注2]

APN とは、ACCESS POINT NAME の略で、パケット通信の接続先（プロバイダや LAN など）を識別する時に使用されます。
モバイルデータ通信とはノートパソコンや携帯情報端末（PDA）を利用して携帯電話や無線アクセスポイントに接続してデータ通信を行うことを指します。

■ 法人データ通信プランフラット（4G）適用条件
本プランの申込があったときは、以下の条件を全て満たす場合に限り、これを承諾します。
1． 契約名義が法人名義であること
2． 契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの（レンタル・再販等）に該当しないこと、または他人の通信を媒介すると当社が認める場合に該当しないこと
3． 「本プラン専用 2 年契約」にお申込いただくこと
■ 対象機種について
本プランは以下の対象機種（以下、「対象機種」といいます。）専用の料金プランとなります。
・データ通信カード 「SoftBank 102HW for Biz」および「SoftBank 203HW」
本プランの内容
パケット通信料（定額対象）
本プラン専用 APN への
モバイルデータ通信（国内）

基本使用料
通常プラン
4G データ通信法人キャンペーン

基本使用料
4G データ通信基本料
基本使用料
4G データ通信基本料

5,700 円／月
500 円／月
3,696 円／月
0 円／月

―

パケット通信料（定額対象外・従量課金）
左記 APN 以外へのモバイル
海外でのご利用分
データ通信（国内）
（モバイルデータ通信）
0.0625 円／パケット

2 円／1K バイト

・上記「基本使用料」に加え、上記「４G データ通信基本料」が必須でかかります。
・基本使用料、通信料はソフトバンクポイントプログラムのポイント加算対象外となります。
・音声通話・メール（SMS）・S!メール（MMS）・ウェブ・TV コール・64K デジタルデータ通信はご利用いただけません。
・上記基本使用料、通信料などとは別にユニバーサルサービス料がかかります。
◆本プランは、以下のサービスと併用できます。
【併用可能オプションサービス】（世界対応ケータイを除き、別途お申込が必要です）
あんしん保証パックプラス／あんしん保証パック／ケータイなんでもサポート／通話料明細書／請求書郵送／一定額ストップサービス／世界対応ケータイ／Wi-Fi アクセス
for ビジネス※1／ソフトバンク Wi-Fi スポット※2
※1 SoftBank 102HW for Biz ではご利用いただけません（102HW for Biz は「ソフトバンク Wi-Fi スポット」オプションをご利用下さい）
※2 SoftBank 203HW ではご利用いただけません（203HW は「Wi-Fi アクセス for ビジネス」オプションをご利用下さい）
※各サービスの詳細につきましては、「カタログ（料金プラン＆割引サービス）」および「カタログ（機種ラインアップ＆サービス）」または当社ホームページ（http://www.softbank.jp/）
を
ご覧ください。
■ 本プラン専用 2 年契約（お申込：必要 定額料：不要）
「本プラン専用 2 年契約（以下、「専用 2 年契約」といいます。）」とは、本プランについて 2 年単位の継続利用を条件とした契約で、本プランをご利用いただくためには「専用 2
年契約」にお申込いただくことが必須となります。なお、「専用 2 年契約」を契約更新月以外に解除する場合は 9,500 円の契約解除料が必要です。
・「専用 2 年契約」は、適用開始日から翌請求月末を 1 ヶ月目として、請求月単位で 24 ヶ月目の末日に契約期間が満了となります。この場合、お客さまから解除の申し出がな
い限り、本プランは契約期間の満了日の翌請求月から 2 年間(24 ヶ月間)の自動更新となります(以降も同様に続きます)。なお、請求締日の変更等により、契約期間が 24 ヶ月
に満たない場合があります。
・契約期間の満了日の属する請求月、翌請求月および翌々請求月（以下、「更新月」といいます。）以外の請求月に他の料金プランへ変更された場合、「専用 2 年契約」を解
除された場合、または SoftBank 4G 通信サービスのご契約を解約された場合、契約解除料として 9,500 円をお支払いいただきます(契約解除料は翌請求月の請求金額に加
算します)。ただし、更新月以外の請求月に他の料金プランへ変更される場合であっても、契約期間または更新月以外の月における契約解除料が、「専用 2 年契約」と同じか
それ以上の料金プランまたは複数年契約へご変更いただいた場合には、上記契約解除料はかかりません（ただし、ご契約の継続期間はリセットされます。また、モバイルデ
ータ通信用料金プラン以外の料金プランへ変更される場合は、上記のとおり契約解除料がかかります）。
・「専用 2 年契約」を個人に譲渡することはできません。個人に譲渡した場合は、「専用 2 年契約」は自動的に解除となります。
・本プランは、「専用 2 年契約」以外の継続割引、家族割引、各種パケット定額、割引サービスとの併用はできません。
■ 本プラン専用 APN について
・「本プラン専用 APN」とは、本プランで利用するアクセスポイント（接続先）で、本プランでのモバイルデータ通信が定額対象となる専用の APN となります。ただし、海外でのモ
バイルデータ通信は本プラン専用 APN に接続した場合でも定額対象外となります。「本プラン専用 APN」の設定情報は以下の通りです。
-APN（アクセスポイント名）：bizflat4g.softbank
-ユーザ ID：biz4g
-パスワード：biz4g

・本プラン専用 APN は対象機種以外からの接続はできません。
・本プランでは、接続先が本プラン専用 APN に限定されます。国内・海外でのご利用を問わず、本プラン専用 APN 以外の APN には原則接続できません。
・本プラン以外のプランが登録された USIM を対象機種へ挿入し初期として対象機種に格納された APN（本プラン専用 APN）へ接続した場合は接続できません。
・本プランの通信料は、本プラン専用 APN に接続された国内モバイルデータ通信のみ定額対象となります。海外でのご利用分ならびに国内における本プラン専用 APN 以外
に接
続されたモバイルデータ通信は定額対象外となり、パケット通信料が高額となる場合があります。ご利用の際は、対象機種の設定情報を十分にご確認の上、通信料を確認し
なが
らご利用下さい。特に、本プランを登録した USIM カードを対象機種以外に挿入してご利用の場合、APN の設定が異なるため、本プランによる定額対象外となり、パケット通信
料が高額となる場合がありますのでご注意下さい。
■ 通信速度制限について
・毎月ご利用のデータ量が 7G バイトを超えた場合、７G バイトを超えた時点から請求月末まで通信速度を送受信時最大 128Kbps に制限いたします。
・上記の通信速度制限の解除（上記データ量超過後、1G バイトごとに 1,000 円が加算されます。）および再設定には、法人コンシェルサイトでのお申込が必要です。
※キャンペーン中は条件が異なります。詳細は当社ホームページまたは「追加データキャンペーン提供条件書」をご確認下さい。
・法人コンシェルサイトにて通知先を登録いただくことにより、通信速度制限の予告／開始をメールにてお知らせいたします。
※法人コンシェルサイトの詳細は以下をご確認ください。
URL： https://portal.business.mb.softbank.jp/portal/BPS0001/
・また上記とは別に、一定期間に大量の通信をご利用されるお客さまに対して、通信速度を制限する場合があります。また、より良いネットワーク品質を提供するため通信ごとに
トラヒック情報の収集、分析、蓄積を行い、当社が別に定める通信について通信速度の制限を行う場合があります。詳細は以下をご確認ください。
URL: http://mb.softbank.jp/biz/information/details/130612.html
・その他、一定時間以上継続して電気通信設備を占有するご利用においては、事前に通知することなく切断または制御を行います。
■ 4G データ通信法人キャンペーンについて
・「4G データ通信法人キャンペーン」とは、キャンペーン期間中に「法人データ通信プランフラット(4G)」へ新規加入または機種変更をされる際に、対象機種を法人名義にて分
割払いでご購入されたお客さまに自動的に適用されるキャンペーンです。
・「4G データ通信法人キャンペーン」の適用中に、対象機種を一括払いでの機種購入を伴う機種変更をされた場合、本キャンペーンは解除されます。
・キャンペーンの終了時期は、当社ホームページなどで別途お知らせ致します。
・本キャンペーンの期間と内容は、予告なく変更する場合があります。
・専用 2 年契約の契約期間はキャンペーン期間に関係なく継続されます。
■ 料金プラン変更について
[本プラン以外の SoftBank 4G 通信サービス料金プランから本プランへの変更について]
・ 既存で提供されている本プラン以外の SoftBank 4G 通信サービス料金プラン（以下、「4G プラン」といいます。）から本プランへ変更の場合、当該変更のお申込が完了（当社に
てお申込を受理し、登録処理を完了した時点をいい、以下同様とします。）した日の属する請求月の料金は、変更前の4Gプランのモバイルデータ通信料金が適用されます。
また、当該変更のお申込完了以降は、変更前の４G プランでご利用の SoftBank 4G 専用 APN はご利用いただけません。変更のお申込完了後は変更後のプランが適用される
機種本体の APN 設定が本プラン専用 APN となっているかご確認下さい。なお、他の APN（変更前の APN を含みます。）をご利用になられますと従量課金され請求金額が高
額となる場合がありますのでご注意下さい。
・ 4G プランから本プランへ変更の場合、別途機種変更手数料（2,000 円）がかかります。
・ 「4G データし放題フラット 850/1250/1700/1900/2100/2300/2500/2700」から本プランへの機種変更ならびに情報変更はできません。
[本プランから４Ｇプランへの変更について]
・ 本プランから４Ｇプランへ変更の場合、当該変更のお申込が完了（当社にてお申込を受理し、登録処理を完了した時点をいい、以下同様とします。）した日の属する請求月
の料金は本プランのモバイルデータ通信料金が適用されます。また、当該変更のお申込完了以降は、変更前の本プラン専用 APN はご利用いただけません。変更のお申込
完了後は変更後のプランが適用される機種本体の APN 設定が変更後の４G プランで利用される SoftBank 4G 専用 APN となっているかご確認下さい。なお、他の APN （本プ
ラン専用 APN を含みます。）をご利用になられますと従量課金され請求金額が高額となる場合がありますのでご注意下さい。
・ 本プランから４Ｇプランへ変更の場合、別途機種変更手数料（2,000 円）がかかります。
・ 本プランから「4G データし放題フラット 850/1250/1700/1900/2100/2300/2500/2700」への機種変更ならびに情報変更はできません。
[ソフトバンク 3G 通信サービス料金プランから本プランへの変更について]
・ 既存で提供されているソフトバンク 3G 通信サービス料金プラン（以下、「3G プラン」といいます。）から本プランへ変更の場合、当該変更のお申込が完了（当社にてお申込を
受理し、登録処理を完了した時点をいい、以下同様とします。）した日の属する請求月の料金は、本プランのモバイルデータ通信料金が適用されます。ただし、当該変更の
お申込完了以降は、3Ｇプランでご利用の 3G プラン専用 APN はご利用いただけません。変更のお申込完了後は変更後のプランが適用される機種本体の APN 設定が本プ
ラン専用 APN となっているかご確認下さい。なお、他の APN （変更前の APN を含みます。）をご利用になられますと従量課金され請求金額が高額となる場合がありますのでご
注意下さい。
・3G プランから本プランへの変更の場合、別途契約変更手数料(3,000 円)がかかります。
・ 「データ定額プラン」、「データ定額フラットプラン」、「データフラットプラン S」、「データし放題 850/1250/1700/1900/2100/2300/2500/2700」、「データし放題フラット for ULTRA
SPEED 850/1250/1700/1900/2100/2300/2500/2700」および「データし放題 for ULTRA SPEED 850/1250/1700/1900/2100/2300/2500/2700」から本プランへの契約変更はでき
ません。また、「データし放題フラット for ULTRA SPEED」、「データし放題 for ULTRA SPEED」、「データし放題」、「データ定額ボーナスパック」および「データ定額フラットパッ
ク」から本プランへ契約変更によるお申込の場合、ご加入中の「データ定額プラン」、「データ定額フラットプラン」および「データフラットプランS」は解約となります。ただし、契約
解除料は免除となります。
[本プランから 3G プランへの変更について]
・ 本プランから 3G プランへ変更の場合、当該変更のお申込が完了（当社にてお申込を受理し、登録処理を完了した時点をいい、以下同様とします。）した日の属する請求月
の料金は、本プランのモバイルデータ通信料金が適用されます。ただし、当該変更のお申込完了以降は変更前の本プラン専用 APN はご利用いただけません。変更のお申
込完了後は変更後のプランが適用される機種本体の APN 設定が 3G プラン専用 APN となっているかご確認下さい。なお、他の APN(本プラン専用 APN を含みます。)をご利
用になられますと従量課金され請求金額が高額となる場合がありますのでご注意下さい。
・データ通信カード以外の機種への変更に伴う料金プラン変更時、3G プランが適用される翌請求月までは、変更先の機種にて音声通話・メール（SMS）・S!メール（MMS）・ウェ
ブ
がご利用いただけないなど、一部ご利用に制限がかかりますのでご注意下さい。
・ 本プランから 3G プランへの変更の場合、別途契約変更手数料(3,000 円)がかかります。

・ 本プランから、「データ定額プラン」、「データ従量プラン」、「データ定額ボーナスパック」、「データ定額フラットパック」、「データ定額フラットプラン」、「データフラットプラン」、

「データフラットプラン for ULTRA SPEED」、「データフラットプラン S」、「データし放題(データし放題 850/1250/1700/1900/2100/2300/2500/2700 を含む)」、「データし放題フラ
ット for ULTRA SPEED(データし放題フラット for ULTRA SPEED 850/1250/1700/1900/2100/2300/2500/2700 を含む)」および「データし放題 for ULTRA SPEED(データし放題
for ULTRA SPEED 850/1250/1700/1900/2100/2300/2500/2700 を含む)」への契約変更はできません。
※上記に依らず、一部の料金プランについては、その料金プランへの変更並びにその料金プランからの変更の受付ができない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
■ その他
・ 本プランは SoftBank 4G 対応エリア、ULTRA SPEED 対応エリア、プラチナバンド対応エリアおよび SoftBank 3G 対応エリアにてご利用いただけます。
・ 本プランへのお申込みと同時にソフトバンクへ新規にご加入いただく場合、別途契約事務手数料（3,000 円）がかかります。
・ ソフトバンクへの新規加入と同時にお申込いただいた場合、ご契約登録が完了した日から本プランが適用（基本使用料および 4G データ通信基本料は日割計算）となります。
・ SoftBank 4G 通信サービスのご契約を解約された場合、本プランは解約日までの適用(基本使用料および 4G データ通信基本料は解約日前日までの日割計算)となります。
・ 契約変更によるお申込の場合、携帯電話番号が変更となる場合があります。
・ 本プラン適用条件を満たさなくなった場合（SoftBank 4G 通信サービスのご契約を個人に譲渡された場合を含む）、本プランの適用を廃止致します。この場合、本プランは当
該料金月の末日までの適用となります。
・ 携帯電話番号ポータビリティ（MNP）のお申込は、ほかの携帯電話事業者からの転入／ほかの携帯電話事業者への転出ともにできません。
・ 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにおいて指定された接続先との間の通信に対し制限を行う場合があります。
またこの場合において、当社は 4G 通信サービスの利用の制限と同時に同時申込契約（SoftBank 4G 通信サービス契約を申し込むと同時に申し込みがあったものとみなして
当社が提供する 4G 通信サービス以外の電気通信サービスの契約をいいます。）に係るサービスのご利用に対し制限を行う場合があります。
･本提供条件書記載以外の内容については、「SERVICE&PLAN GUIDE（提供条件等重要事項説明書）」および 3G 通信サービス契約約款、4G 通信サービス契約約款・提供
条件書の通り適用致します。
■ 本提供条件書について
当社ホームページへの掲載、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）の配信ま
た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、料金その他の提供条件につきましては、変更後の条件が適用されるものとします。
本書に記載の表示価格は税抜表示となります。

以上
作成日：2013 年 6 月 14 日
更新日：201４年 8 月 19 日
更新日：2015 年 9 月 17 日
更新日：2016 年 5 月 16 日
更新日：2016 年 7 月 1 日
更新日：2016 年 9 月 1 日
更新日：2019 年 3 月 1 日
更新日：2019 年 9 月 20 日
更新日：2020 年 6 月 10 日

