
 

 

 

 

 

             

 

記載の料金額は税抜価格です 

２０２２年８月２４日版 

お客さま各位  

「IoT グローバルプラン」提供条件書 
 

サービス提供者：ソフトバンク株式会社 

 

｢IoT グローバルプラン｣（以下、「本料金プラン」といいます。）は、4G 通信サービス契約約款に定める「4G 通信サービス(IoT)」をご利用いた

だける料金プランです。 

 

■サービスの内容および提供条件について 

・本料金プランで利用出来る通信方式は FDD-LTE 方式、TDD-LTE 方式、AXGP 方式、eMTC 方式となり、SMS のご利用も可能です。（日

本国内においては NB-IoT 方式、DS-CDMA 方式もご利用頂けます。） 

使用する端末の種類等によって、通信方式の一部の提供を受けられない場合、又は海外にて GSM、3G の通信を利用できる場合があります。 

・本料金プランでは、音声通話(VoLTE 含む)、S!メール(MMS)、TV コールのご利用はできません。 

・携帯電話番号ポータビリティ(MNP)のお申し込みは、他の携帯電話事業者からの転入/他の携帯電話事業者への転出ともにできません。 

・本料金プランは、契約名義が法人名義である場合に適用されます。 

 

■サービス利用料金等について 

・本料金プランのサービス利用料金は料金表に定めるとおりとします。ただし、別途当社から申込書を提示した場合は、 

当該申込書に定めるとおりとします。 

 

     「IoT グローバルプラン」（1 回線あたりの価格） 

料金項目 料金額 

月額基本料金 100 円 

データ通信料（国際アウトローミング）（免税） 5.5 円/MB 

データ通信料（国内利用） 1 円/KB 

 

・本料金プランの月額基本料金について、日割り計算を行います。 

・ソフトバンクへ新たにご加入されるお客さまが本料金プランにお申し込みの場合は、加入日から適用となります。 

なお、ソフトバンクを解約される場合は、 解約日までの適用となります。 

・本料金プランのサービス利用について、各月 1 日から当月末日までの期間を 1 料金月とし、その期間毎に計算します。 

・ユニバーサルサービス料は発生しません。 

・本料金プランにて国際アウトローミング通信が利用可能な対地については別紙をご参照下さい。 

尚、対象外対地及び事業者にて利用された場合に発生した接続不良や通信障害等については、当社は責任を負わないものとします。 

また、本サービスの取り扱いに関しては、外国の法令等、当社が提携する外国通信事業者の定めるところにより制限されることがあります。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

             

 

記載の料金額は税抜価格です 

 

■契約の申込み、契約の解除及び料金プラン変更について 

・本料金プランにお申し込みの場合は、加入日から適用となります。なお、契約を解除される場合は、 解約日までの適用となります。 

・契約解除を通知した後の取消し、契約解除後の復活はできません。 

・解約日までに発生した料金を支払うものとします。  

・プラン変更はお申し込み日の翌請求月からの適用となります。  

 

 

■本提供条件書記載事項の変更・廃止について 

・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、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、又は当社が適当と判断する方法にて事前に通知します。 

・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及び 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】 

2020 年 6 月 25 日   初版作成 

2020 年 8 月 5 日   別紙更新 

2020 年 11 月 12 日 別紙更新 

2020 年 12 月 10 日 別表更新 

2021 年 1 月 28 日 別表注記更新 

2021 年 2 月 25 日 別表更新 

2021 年４月 22 日 別表更新 

2021 年７月 8 日 別表更新 

2021 年９月 30 日 別表・別表注記更新 

2021 年１０月２７日 別表更新 

2021 年１２月９日 提供条件・別表更新 

202２年１月２６日 別表更新 

202２年２月２４日 別表更新 

202２年３月３１日 別表更新 

202２年５月２５日 提供条件・別表更新 

202２年８月２４日 別表更新 

 

以上 

 

『IoT グローバルプラン』提供条件書 

発行日：２０２２年８月 2４日 

ソフトバンク株式会社 



 

 

 

 

 

             

 

記載の料金額は税抜価格です 

 

別紙 

「IoT グローバルプラン」における国際アウトローミング利用可能対地は以下の通りです。 

 

※2022 年８月時点 

アジア 南北アメリカ ヨーロッパ ヨーロッパ アフリカ 

インド アメリカ アイスランド ポーランド アルジェリア 

インドネシア アルゼンチン アイルランド ボスニア・ヘルツェゴビナ アンゴラ 

カンボジア アルバ アゼルバイジャン ポルトガル ウガンダ 

シンガポール アンギラ アゾレス諸島 マディラ諸島 エジプト 

スリランカ アンティグア・バーブーダ アルバニア マルタ エチオピア 

タイ ウルグアイ アルメニア モナコ ガーナ 

ネパール エクアドル イギリス モルドバ カーボベルデ 

パキスタン エルサルバドル イギリス王領 マン島 モンテネグロ カナリア諸島 

バングラデシュ オランダ領アンティル イギリス王領ガーンジー島 ラトビア ガボン 

フィリピン ガイアナ イギリス王領ジャージー島 リトアニア カメルーン 

ブルネイ カナダ イタリア リヒテンシュタイン ギニアビサウ 

ベトナム グアドループ ウクライナ ルーマニア ケニア 

マカオ グレナダ ウズベキスタン ルクセンブルク コートジボワール 

マレーシア ケイマン諸島 エストニア ロシア コンゴ共和国 

ミャンマー コスタリカ オーストリア   コンゴ民主共和国 

モルディブ コロンビア オランダ   ザンビア 

モンゴル ジャマイカ カザフスタン   スペイン領北アフリカ 

ラオス スリナム キプロス   タンザニア 

韓国 セントクリストファー・ネービス ギリシャ   チュニジア 

香港 セントビンセント・グレナディーン諸島 キルギス   トーゴ 

台湾 セントルシア クロアチア   ナイジェリア 

中国 タークス・カイコス諸島 コソボ   ニジェール 

 チリ サンマリノ   ブルキナファソ 

 ドミニカ共和国 ジブラルタル   ブルンジ 

 ドミニカ国 ジョージア   マイヨット 

 トリニダード・トバゴ スイス   マダガスカル 

オセアニア ニカラグア スウェーデン 中東 マラウイ 

オーストラリア バージン諸島（アメリカ領） スペイン アフガニスタン マリ 

グアム バージン諸島（イギリス領） スロバキア イエメン モザンビーク 

サイパン ハイチ スロベニア イスラエル モロッコ 

サモア パナマ セルビア イラク リベリア 

トンガ バミューダ タジキスタン オマーン ルワンダ 

ナウル パラグアイ チェコ カタール レソト 

ニュージーランド バルバドス デンマーク クウェート レユニオン 

バヌアツ ハワイ ドイツ サウジアラビア 南アフリカ 

パプアニューギニア プエルトリコ トルコ バーレーン  

パラオ ブラジル ノルウェー ヨルダン  

フィジー フランス領ギアナ バチカン   

フランス領ポリネシア フランス領サン・バルテルミー島 ハンガリー   

 フランス領サン・マルタン フィンランド   
 

 

 

 

 

  

ペルー フェロー諸島   

  ボリビア フランス   

  マルチニーク島 ブルガリア   

 メキシコ ベラルーシ   

  モンセラット ベルギー   

 

※上記以外の対地及び事業者にて国際アウトローミング通信を利用された場合の料金は 5.5 円/MB（免税）となります。 

※本サービスの取り扱いに関しては、外国の法令等、当社が提携する外国通信事業者の定めるところにより制限されることがあります。 

※接続する事業者によってはご利用いただけない通信方式があります。 

※NB-IoT につきましては、国際アウトローミングでのご利用はできません。 

※DS-CDMA につきましては、国際アウトローミングでのご利用はできません。 


