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□ 「データシェアプラス」提供条件書
・新しくソフトバンクに加入されるお客さまにおきましては、以下のとおり一部基本料の受付を終了しましたので、それに付随する「デー
タシェアプラス」の受付もあわせて終了いたしました。
‐「ホワイトプラン」及び「標準プラン」 ：2018 年 6 月 30 日
‐「通話定額基本料」及び「通話定額ライト基本料」：2018 年 9 月 5 日
「データシェアプラス」(以下「本サービス」といいます。)とは、iPhone、スマートフォン又は SoftBank 携帯電話（以下「親回線」といいま
す。）にてご契約のデータ（パケット）定額サービスのデータ量を、最大 5 台までのモバイルデータ通信専用機種、iPad、タブレット又はその
他当社が指定する機種（以下「子回線」といいます。）と共有できるサービスです。
【対象料金サービス(親回線)】


親回線にて以下データ（パケット）定額サービスへ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。
・

「通話定額ライト基本料」「通話定額ライト基本料（ケータイ）」にご加入の場合は「データ定額ミニ 2GB（データシェアプラ
ス）」はお申し込みいただけません。

・

「データ定額 50GB プラス」にご加入の場合、以下の条件が適用となります。


対象のサービスがギガノーカウント（当社指定のサービスを利用する場合のデータ通信について、データ量を消費しない機能
をいいます。）により利用できます。対象となるサービスについては、当社ホームページ
（https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/ultragiga-monster-plus/）でご確認ください。



対象のサービス内における一部機能の利用については、ギガノーカウントの対象外となるものがあります。対象外となる具体
的な機能の内容については、当社ホームページでご確認ください。また、対象サービスの利用料金は別途対象サービスの提
供者へのお支払いが必要です。



ギガノーカウントの対象として案内しているデータ通信であっても、アプリケーションの更新に伴う識別子の変更、VPN
（Virtual Private Network）を介したデータ通信など技術的要因によりデータ量を消費する場合があります。



対象のサービスは、今後変更又は追加されることがあります。変更又は追加された内容は、その時点で本データ定額に加
入中のお客さまにも適用されます。



当社は、お客さまによる本データ定額のご利用にあたって、ギガノーカウントの対象となる通信を区別するため、お客さまのご
利用状況（対象サービスか否か及び対象サービス毎のパケット量）を確認させていただきます。予めご同意の上でお申し込
みください。 なお、本データ定額にお申込みされたお客さまの iPhone 又はスマートフォンを当該お客さま以外の方（以下
「当該使用者」といいます。）が使用する場合は、必ず当該お客さまの責任において当該使用者から事前に同意を取得し
なければならないものとします。



一定期間内に著しく大量の通信を継続的に行い、機械的な通信と当社が判断した場合は、通信速度を制限することがあ
ります。

対象料金サービス(親回線)
基本料

データ定額サービス

定額料

データ量上限※1※2

通話基本料

データ定額 50GB プラス（データシェアプラス）

5,980 円／月

50GB

通話定額基本料／

データ定額ミニ 1GB（データシェアプラス）

2,900 円／月

1GB

通話定額ライト基本料／

データ定額ミニ 2GB（データシェアプラス）

3,500 円／月

2GB
「データシェアプラス」

更新日：201８年 9 月６日
ソフトバンク株式会社
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通話定額基本料（ケータイ）／

データ定額 5GB（データシェアプラス）

5,000 円／月

5GB

通話定額ライト基本料（ケータイ）

データ定額 20GB（データシェアプラス）

6,000 円／月

20GB

データ定額 50GB（データシェアプラス）

7,000 円／月

50GB

5,700 円／月

7GB

定額料

データ量上限※1※2

6,700 円／月

8GB

9,500 円／月

10GB

12,500 円／月

15GB

16,000 円／月

20GB

22,500 円／月

30GB

8,000 円／月

30GB

パケットし放題フラット for 4G LTE／

ホワイトプラン／

パケットし放題フラット for 4G

標準プラン

（データシェアプラス）

対象料金サービス(親回線)(受付終了サービスに係るもの)
基本料

データ定額サービス
データ定額パック・標準(8)
（データシェアプラス）
データ定額パック・大容量（10）
（データシェアプラス）

通話定額基本料／

データ定額パック・大容量（15）

通話定額ライト基本料／

（データシェアプラス）

通話定額基本料（ケータイ）／

データ定額パック・大容量（20）

通話定額ライト基本料（ケータイ）

（データシェアプラス）
データ定額パック・大容量（30）
（データシェアプラス）
データ定額 30GB
（データシェアプラス）

※1 毎月ご利用のデータ量がデータ量上限を超えた場合、請求月末まで親回線・子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、データ定額サービスの場合は 1GB ごとに 1,000 円加算、「パケットし放題フ
ラット for 4G LTE」又は「パケットし放題フラット for 4G」の場合は 2GB ごとに 2,500 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／スマートフォンをご利用のお客さまがご加入の場合、準備が整い次第、通信速度制限の対象となります。
【データシェアプラス月額使用料】
以下月額使用料を、子回線の契約者に請求いたします。
名称

定額料

データシェアプラス月額使用料

500 円／月

【グループのお申し込み】


本サービスは、親回線が iPhone／スマートフォン(X シリーズを除きます。)SoftBank 携帯電話、子回線がモバイルデータ通信専用機
種（一部機種に限ります。）／iPad／タブレット／その他当社が指定する機種の組み合わせ（以下「グループ」といいます。）にてご
利用いただけるサービスです。
「データシェアプラス」
更新日：201８年 9 月６日
ソフトバンク株式会社
Copyright 2015 SOFTBANK corp.
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本サービスは、以下の条件に該当するお客さまを対象とします。
親回線が「通話基本プラン」、「通話定額基本料」、「通話定額基本料（ケータイ）」、「通話定額ライト基本料」、「通話定額

・

ライト基本料（ケータイ）」、「ホワイトプラン」又は「標準プラン」にご加入いただいていること。
※「ホワイトプラン」及び「標準プラン」においては 4G 通信サービスのご契約者に限ります。
子回線が「タブレット基本料」、「Wi-Fi ルータープラン」又は「Wi-Fi ルータープラン(高速)」にご加入いただいていること。

・

・ 本サービスにお申し込みいただくこと。


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 5 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）。



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し込みに伴い、請求締日が変更となる場合がありま
す。

【データ（パケット）定額サービスの加入（シェア開始前・シェア終了後に適用されるデータ（パケット）定額サービスの事前選択につ
いて）】


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（パケット）定額サービスへのご加入が必要です
(「Wi-Fi ルータープラン」又は「Wi-Fi ルータープラン(高速)」の場合は条件が異なります)。各サービス詳細については、「データ定額
50GB プラス」、「データ定額ミニモンスター」、「データ定額」又は「パケットし放題フラット for 4G LTE」「パケットし放題フラット for 4G」
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（パケット）定額サービスが適用されます。（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（パ
ケット）定額サービスの定額料は請求いたしません。）
・ 親回線を「通話基本プラン」とされる場合、以下からお選びいただけます。
名称

定額料

データ定額ミニモンスター

2,480 円／月～6,980 円／月

データ定額 50GB プラス

5,980 円／月

・ 親回線を「通話定額基本料」、「通話定額基本料（ケータイ）」、「通話定額ライト基本料」又は「通話定額ライト基本料（ケ
ータイ）」とされる場合、以下からお選びいただけます。「通話定額ライト基本料」又は「通話定額ライト基本料（ケータイ）」にご
加入の場合、「データ定額ミニ 2GB」及び「データ定額（3G ケータイ）」はお申込みいただけません。
名称

定額料

データ定額ミニ 1GB

2,900 円／月

データ定額ミニ 2GB

3,500 円／月

データ定額 5GB

5,000 円／月

データ定額 20GB

6,000 円／月

データ定額 50GB

7,000 円／月

データ定額 S（4G ケータイ）

0 円／月～4,200 円／月

データ定額（3G ケータイ）

3,500 円／月
「データシェアプラス」
更新日：201８年 9 月６日
ソフトバンク株式会社
Copyright 2015 SOFTBANK corp.
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データ定額 S(3G ケータイ)

372 円／月～4,200 円／月

・ 親回線を「ホワイトプラン」又は「標準プラン」とされる場合、以下からお選びいただけます。
名称

定額料

パケットし放題フラット for 4G LTE／

5,700 円／月

パケットし放題フラット for 4G
パケットし放題 for 4G LTE／パケットし放題 for 4G

2,000 円／月～6,200 円／月

・ 子回線については以下からお選びいただけます。
名称

定額料※

データ定額ミニ 1GB

2,900 円／月

データ定額ミニ 2GB

3,500 円／月

データ定額 5GB

5,000 円／月

データ定額 20GB

6,000 円／月

データ定額 50GB

7,000 円／月

※ 以下の条件に該当する子回線を対象に、初回の請求に限り、「データ定額ミニ 1GB」の場合は定額料から 2,592 円、その他の場合
は定額料から 3,240 円の割引を行います（税込総額から割引します。）。





ソフトバンクへの新規契約と同時にお申し込みいただくこと。



本サービスに子回線として iPad 又はタブレットでご契約いただくこと。



「データ定額ミニ 1GB／2GB」「データ定額 5GB／20GB／50GB」にご加入されていること。



本サービスの適用が開始されること。

下記の受付終了したデータ定額サービスにご加入いただいているお客さまが、本サービスにご加入される場合又はご加入されている場
合、本サービスが適用されるまでの間及び本サービスが解除された後は、親回線・子回線ともにご加入いただいているデータ定額サービ
スが適用されます。（本サービス適用期間中は、親回線・子回線ともに、当該データ定額サービスの定額料は請求いたしません。）



名称

定額料

データ定額パック・標準（8）

6,700 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 30GB

8,000 円／月

子回線について「Wi-Fi ルータープラン」又は「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）」
又は「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
「データシェアプラス」
更新日：201８年 9 月６日
ソフトバンク株式会社
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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

【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】


親回線又は子回線の全回線において解約又は本サービスの解除があった場合、グループ内の全回線にて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サービス又は子回線が「Wi-Fi ルータープラン」の場合は「4G データし放
題フラット＋N」、「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 N」が、解除があった翌請求月から自動で
適用されます。その場合、2 年契約の適用有無が引き継がれます。
※2015 年 4 月 23 日以前に「Wi-Fi ルータープラン」、「Wi-Fi ルータープラン（高速）」を選択したお客さまについては、「データシェ
アプラス」、「家族データシェア」又は「法人データシェア」の解除があった場合、本料金プランの適用は解除があった請求月末までとなり、
翌請求月からは、「Wi-Fi ルータープラン」を選択したお客さまは「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）」を選択したお客さまは「4G/LTE データし放題フラット（2 年契約あり）」が自動で適用されます。

【その他注意事項】


「家族データシェア」、「U25 ボーナス」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。



SMS、TV コール通信、アクセスインターネット、パソコンや PDA でのモバイルデータ通信（インターネット接続等）、海外でのご利用分
（SMS、S!メール（MMS）、ウェブ）、国際 SMS は本データ定額の対象外です。
※海外でのご利用分のうち、S!メール（MMS）、ウェブは、海外パケットし放題の対象となります（定額対象の国・地域でのご利用
時に限ります）。



ウェブ使用料（300 円／月）への加入が必須となります（月途中に加入の場合、日割り計算を行います。月途中に解約の場合
（加入月に解約の場合を除きます）は、日割り計算は行いません。）



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。



「データシェアプラス」にご加入の親回線・子回線ともに、「テザリングオプション」の提供条件は「テザリングオプション」提供条件書でご確
認ください。



「データシェアプラス」にご加入の親回線および子回線で「ソフトバンク Wi-Fi スポット」をご利用の場合、月額使用料は本サービス加入
日から無料となります。なお、「データシェアプラス」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。



一定期間内に著しく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ことがあります。また、よりよいネットワーク品質を
提供するため通信毎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おいて、制限を行う場合があります。詳細
「データシェアプラス」
更新日：201８年 9 月６日
ソフトバンク株式会社
Copyright 2015 SOFTBANK corp.
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はこちらでご確認ください。
URL：http://www.softbank.jp/mb/r/notes/


自動通信によりパケット通信料が発生する場合があります。自動通信の停止は下記設定をすることで可能となります。
一般的にスマートフォンなどは、ソフトウエアやアプリケーションなどの仕様による通信などを自動で行います。データを自動で同期すること
で常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができます。自動通信の停止は、「設定」⇒「モバイルデータ通信」⇒
「4G をオンにする」をオフにする⇒「モバイルデータ通信」をオフにすることで可能となります。「モバイルデータ通信」をオフにする前に必ず
「4G をオンにする」をオフにしてください。（機種や iOS のバージョンにより一部表示が異なります。）なお、設定をオフにした場合、インタ
ーネット閲覧などすべてのデータ通信が利用できなくなります。



本データ定額専用アクセスポイント以外の通信は 0.05 円／パケットの通信料がかかります。



自動通信により、海外でのご利用時にパケット通信料が数千円／日以上になる場合もございますので、海外パケットし放題の定額対象の
国・地域をご確認のうえご利用ください（初期設定では海外データローミング設定はオフとなっております）。

【追加データ】
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、「追加データ」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「追加データ」にお申し込みいただけます。
名称

料金額

追加データ（データ定額サービス）

1,000 円／1GB

追加データ（パケットし放題 for 4G LTE／

2,500 円／2GB

パケットし放題フラット for 4G）
※キャンペーン等により、上記以外の料金額が選択できる場合があります。





お申し込み方法は以下のいずれかを選択いただけます。
制限モード

データ量上限超過後に速度制限され､追加データは都度お申し込みが必要です。

快適モード

データ量上限超過後に速度制限されず､自動的に追加データを購入します。

設定には、親回線より My SoftBank でのお申し込みが必要です。法人契約のお客さまは、法人コンシェルサイトからお申し込みくださ
い。



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。



快適モードの場合、自動的に追加データを購入する上限回数の設定(無制限または 1 回～10 回／月)が可能です。この場合、設定
した上限回数に到達後は、追加データは都度お申し込みが可能です。ただし、法人契約のお客さまは、上限回数は無制限又は 1 回
～99 回／月の設定が可能です。



追加購入したデータ量は、購入した日の属する請求月の翌請求月末まで利用できます。ただし、「データシェアプラス」、「家族データシ
ェア」又は「法人データシェア」へのお申し込みまたは解除時は当該請求月末までの利用となります。

「データシェアプラス」
更新日：201８年 9 月６日
ソフトバンク株式会社
Copyright 2015 SOFTBANK corp.
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記載の料金額は税抜価格です
【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。

・

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 9 月 19 日作成
2014 年 11 月 1 日更新
2014 年 12 月 2 日更新
2014 年 12 月 19 日更新
2015 年 4 月 24 日更新
2015 年 8 月 1 日更新
2015 年 9 月 21 日更新
2015 年 10 月 16 日更新
2015 年 10 月 29 日更新
2015 年 11 月 1 日更新
2015 年 12 月 4 日更新
2016 年 4 月 1 日更新
2016 年 9 月 1 日更新
2016 年 9 月 13 日更新
2016 年 10 月 3 日更新
2016 年 10 月 28 日更新
2016 年 11 月 1 日更新
2017 年 9 月 22 日更新
2018 年９月６日更新

「データシェアプラス」
更新日：201８年 9 月６日
ソフトバンク株式会社
Copyright 2015 SOFTBANK corp.
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