記載の料金額は税抜価格です
データ定額ボーナスパック F 提供条件書
■データ定額ボーナスパック F
「データ定額ボーナスパック F」とは、「データ定額ボーナスパック」を以下の料金でご利用いただけるサービスです。
料金プラン名称

割引後月額料金／月

データ定額プラン F

2,953 円

データ従量プラン

基本使用料 286 円

・「データ定額ボーナスパック F」は、以下の条件を満たす場合のみお申し込みいただけます。
1. 2011 年 6 月 1 日から 2011 年 7 月 7 日までの間「データ定額ボーナスパック」にお申し込みいただいていること
2. 2011 年 10 月 1 日から 2011 年 11 月 30 日の間で「データ定額ボーナスパック」をご利用中で、かつ同期間内に本サービスへの
お申し込みいただけること
3. 「データ定額ボーナスパック」の各回線が同一名義、かつ同一請求先のお申し込みであること
・「データ定額ボーナスパック F」は翌請求月から適用となります。
・「データ定額ボーナスパック F」のお申し込み時点で「データ定額ボーナスパック」以外のサービスが適用されている場合は、 「デ
ータ定額ボーナスパック F」にご加入いただくことはできません。また、「データ定額ボーナスパック F」の適用前に他のサービスへ
の変更を行った場合、「データ定額ボーナスパック F」は適用されない場合があります。
・「データ定額ボーナスパック F」のお申し込み後に他のサービスへ変更した場合、再度お申し込みいただくことはできません。
・本サービスはお申し込みの翌請求月から適用となります。また、ソフトバンクを解約される場合、解約日まで適用します。
・「データ定額ボーナスパック F」から「データ定額ボーナスパック」への変更はできません。
・「データ定額ボーナスパック F」から「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」へのサービス変更によるお申し込みの場合、携帯電話番号は変更となります。
・新スーパーボーナス提供条件書の記載に関わらず「データ定額プラン F」には、新スーパーボーナスおよび月月割が適用されます。
※新スーパーボーナスの詳細については、新スーパーボーナス提供条件書をご覧ください。
・「データ定額ボーナスパック F」から「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」へのサービス変更によるお申し込みの場合、「データ定額プラン F」の新スーパーボーナスは解除されます。「データフラットプ
ラン S」では継続して適用されません。
・「データ定額ボーナスパック F」から「4G データし放題フラット」への契約変更の場合、「データ定額プラン F」は解約となります。
・「データ定額ボーナスパック F」適用中の回線を譲渡・承継される場合、「データ定額プラン F」と「データ従量プラン」を同時に譲
渡・承継された場合に限り、譲渡・承継後も本割引サービスの適用を継続いたします。
・一方の回線のみ解約、または譲渡・承継をされた場合、本割引サービスは解除となり翌請求月から通常の料金が適用されます。
・「データ定額ボーナスパック F」にご加入のお客さまは、My SoftBank にて「データ定額プラン F」のご請求金額照会等が可能で
す。
・データ従量プランにつきましても My SoftBank がご利用可能です。
詳しくは My SoftBank をご覧下さい｡
（http://mb.softbank.jp/mb/r/mysoftbank/data_flat/）
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データ定額プラン F 提供条件書
■データ定額プラン F
データ定額プラン対応エリアにおいて、データ通信を定額でご利用いただけるサービスです。
料金プラン名

基本料金／月

データ定額プラン F

2,953 円

・基本料金は、基本使用料と通信料を合算して請求させていただきます。
・基本使用料は 2,953 円となります。
・解約月の基本使用料は、解約日前日までの日割計算となります。
・料金プラン変更はできません。
・データ定額プランは、データ定額プラン対応エリア（SoftBank ３G のサービスエリアとは異なります）において、データ定額プラン対
応端末とデータ定額プラン専用 USIM カードを組み合わせてご利用いただけます。
・データ定額プラン対応端末以外への買い増しはできません。
・データ定額プラン対応エリアでご利用いただけます。詳細につきましては、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）にてご確
認ください。
・海外でのご利用はできません。
・音声通話、SMS、S!メール（MMS）、ウェブ、TV コール、６４K デジタルデータ通信のご利用はできません。
・一定額 E メール通知サービスの通知される料金額にデータ定額プランご利用分は含まれませんのでご注意ください。
・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。
・ソフトバンク携帯電話番号の変更はできません。
・本料金プランの基本使用料および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。
・本料金プランでは、新スーパーボーナスへの加入特典は適用されません。
・料金未払い等の理由によりご利用を停止させていただいた場合、ご入金後、回線再開までに通常に比べお時間がかかる場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。
・契約者が当社所定の基準を超過した大量通信を発生させることにより、通信設備の使用に支障を与え、または与えるおそれがあ
る場合には、通信量を制限することがあります。
一定時間以上継続して電気通信設備を占有するまたは他の契約者の利用に支障をきたすおそれがあると当社が認めた場合等に、
事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
通信品質およびネットワーク利用の公平性確保のため、一定期間大量の通信を行うパケット定額サービスご利用のお客さまに対し
て、一時的に通信速度を制限する場合があります。24 時間ごとのパケット通信量が 300 万パケットを超えたお客さまを対象として当
日の 21 時～翌日 2 時に通信速度制御を実施いたします。基準（対象および制御期間）については、今後の通信品質状況によって
見直す可能性があります。その際は当社ホームページにて改めてお知らせします。
・「データ定額プラン F」に単体でご加入の場合、電話番号による My SoftBank がご利用いただけません。つきましては、「データ定
額プラン F」にご加入の電話番号に関するご請求金額照会は、「お客さまセンター 総合案内（157）」までお問い合わせをお願いい
たします。ご利用明細照会サービスお申し込みのお客さまにつきましては、明細書を郵送で送付させて頂きます。詳細については、
弊社 HP をご確認ください。
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■データ通信（A）定額 USIM カードについて
データ通信（A）定額 USIM カードは、「データ定額プラン F」をご利用いただくための専用 USIM カードです。
データ通信（A）定額 USIM カードでは、SoftBank ３G の携帯電話機は使用できません。
・データ通信（A）定額 USIM カードは、無料での貸し出しとなりますので、解約時には当社への返却をお願いいたします。
・ご利用料金の請求は、データ通信（A）定額 USIM カードの電話番号に対して行われます。
・データ定額プラン対応端末（USIM カード差し込み済）を盗難・紛失した場合は速やかに「故障・事故・盗難・紛失受付」にご連絡し
て、緊急停止の手続きを必ず行ってください。
TEL：０８００-９１９-０１５７［無料］（日本国内専用）
なお、２０時から翌９時までに緊急停止のご依頼があった場合、ご利用停止は翌日の９時以降となります。ご利用停止までの間のご
利用料金はお客さまの負担となりますので、あらかじめご了承ください。
・なお、第三者によるデータ通信（A）定額 USIM カードの無断利用を防ぐため、USIM カードには PIN コードと呼ばれる暗証番号があ
ります。第三者に無断使用をされないためにも、データ通信（A）定額 USIM カードへの PIN コードの設定をおすすめします（PIN コ
ードの設定方法については、各機種の『取扱説明書』をご覧ください）。
・盗難・紛失による再発行、故障修理の際はお預かりでの対応となり、その間はサービスをご利用いただけませんのであらかじめご
了承ください。
・データ定額プラン対応端末にデータ定額プラン専用 USIM カード以外を組み合わせてご利用になられた場合は、データ定額プラ
ンが適用とならず、通信料金が高額となるおそれがありますので、ご注意ください。

■ 「データ定額ボーナスパック F」「データ定額プラン F」提供条件書記載事項の変更について
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と判断する方法にて通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。最新の提供条件書は、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）にも掲載いたしますので、ご確認ください。
なお、本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ソフトバンクモバイル（E）データ通信サー
ビス契約約款の規定を適用します。

■データ従量プラン
ソフトバンク３G 携帯電話サービスにより、国内、海外を問わず、SoftBank 3 G サービスエリア内においてデータ通信をご利用いただ
けるサービスです。
料金プラン名

基本使用料／月

データ従量プラン

4,267 円

【パケット通信料（国内でのご利用時）】 1 パケット（128 バイト）ごとに通信料（パケット通信料）がかかります。
パケット通信料

0.08 円／パケット

64K デジタルデータ通信

80 円／分※

※アクセスインターネット使用時の通信料は 1.8 倍となります。
・新規加入時のみお申し込みいただけます。
・ご加入月の基本使用料は、加入日からの日割計算となります。
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・解約月の基本使用料は、解約日前日までの日割計算となります。
・料金プラン変更はできません。
・海外でご利用いただく場合には、世界対応ケータイサービスへのお申し込みが必要です。また、その場合は国や地域、接続先通
信事業者に応じたモバイルデータ通信の通信料がかかります。
・音声通話、SMS、S!メール（MMS）、ウェブ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。
・ソフトバンク携帯電話番号の変更はできません。
・本料金プランの基本使用料、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。
・本料金プランでは、新スーパーボーナスへの加入特典は適用されません。
・従量制のため、パケット通信料が高額になる場合があります。データ通信のパケット数およびパケット通信料の目安を確認できるパ
ソコン用ソフトウェアを利用するなど、利用状況を確認しながらご利用ください。

■データ通信（B）従量 USIM カードについて
データ通信（B）従量 USIM カードは、データ従量プランをご利用いただくための専用 USIM カードです。
・データ通信（B）従量 USIM カードの所有権は当社に帰属します。解約などの際は、当社にご返却ください。
・モバイルデータ通信端末（USIM 差し込み済）を盗難・紛失した場合は速やかに「故障・事故・盗難・紛失受付」にご連絡して、緊急
停止の手続きを必ず行ってください。
日本から TEL：０８００-９１９-０１５７［無料］、国外から TEL：+８１-３-５３５１-３４９１［有料］
・ なお、第三者によるデータ通信（B）従量 USIM カードの無断利用を防ぐため、USIM カードには PIN コードと呼ばれる暗証番号が
あります。第三者に無断使用をされないためにも、データ通信（B）従量 USIM カードへの PIN コードの設定をおすすめします（PIN コ
ードの設定方法については、各機種の『取扱説明書』をご覧ください）。

■「データ従量プラン」提供条件書記載事項の変更について
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と判断する方法にて通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。最新の提供条件書は、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）にも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の規定を適用します。
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