記載の料金額は税抜価格です
□ 「データ定額」提供条件書
2016 年 9 月 13 日をもちまして、「データ定額パック・小容量(1)／小容量(2)／標準(5)」は「データ定額ミニ 1GB／



2GB」「データ定額 5GB」に名称を変更いたしました。
2017 年 9 月 21 日をもちまして、「データ定額 30GB」の受付を終了いたしました。



「データ定額」とは、S!メール（MMS）送信・読出、ウェブなどのパケット通信を定額で利用できるサービスです。
定額料
データ量上限

名称※1

定額料

対象機種

データ定額ミニ 1GB

2,900 円／月

1GB

3G 又は 4G 対応の iPhone/ス

データ定額ミニ 2GB

3,500 円／月

2GB

マートフォン(X シリーズを除きま

データ定額 5GB

5,000 円／月

5GB

す。)/シンプルスマホ/iPad/タブ

データ定額 20GB

6,000 円／月

20GB

レット/AQUOS ケータイ

データ定額 50GB

7,000 円／月

50GB

/SoftBank 4G 携帯電話

データ定額 S(4G ケータイ)

0 円／月～4,200 円／月※3

2.5GB

データ定額(3G ケータイ)

3,500 円／月

上限なし

SoftBank 3G 携帯電話

データ定額 S(3G ケータイ)

372 円／月～4,200 円／月※4

上限なし

SoftBank 3G 携帯電話

（定額利用内）※2

AQUOS ケータイ及び
SoftBank 4G 携帯電話

定額料(受付終了サービスに係るもの)
名称※1

データ量上限

定額料

対象機種

（定額利用内）※2

3G 又は 4G 対応の iPhone/ス
マートフォン(X シリーズを除きま
データ定額 30GB

8,000 円／月

30GB

す。)/シンプルスマホ/iPad/タブ
レット/AQUOS ケータイ
/SoftBank 4G 携帯電話

※1 「家族データシェア」及び「法人データシェア」の親回線として、本データ定額は提供しておりません。
※2 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）及び設定には、My SoftBank でのお申し込みが必要です。
※3 定額料はご利用のデータ量に応じて変動し、本データ定額サービスの対象となるパケット通信料を 1 パケット（128 バイト）あたり
0.005 円で計算した金額をもとに、以下のとおり定額料の算定を行います。
- ご利用のデータ量が 500KB 以内 : 定額料 0 円
- ご利用のデータ量が 500KB を超え、計算した金額が 4,200 円未満 : 定額料 計算した金額と同額
- 計算した金額が 4,200 円以上 : 定額料 4,200 円
※4 定額料はご利用のデータ量に応じて変動し、本データ定額サービスの対象となるパケット通信料を 1 パケット（128 バイト）あたり
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0.05 円で計算した金額をもとに、以下のとおり定額料の算定を行います。
- ご利用のデータ量が 930KB 以内 : 定額料 372 円
- ご利用のデータ量が 930KB を超え、計算した金額が 4,200 円未満 : 定額料 計算した金額と同額
- 計算した金額が 4,200 円以上 : 定額料 4,200 円
なお、PC サイトブラウザ（PC メールを含む）・アクセスインターネットプラスをご利用の場合、定額料の上限は 5,700 円、PC サイトダイ
レクト（X シリーズ専用）をご利用の場合、定額料の上限は 9,334 円となります。



本データ定額は、以下の条件に該当するお客さまを対象とします。
・ 「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)」「タブレッ
ト基本料」又は「データシェアプラス」にご加入いただいていること(「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」又は「データ定額(3G ケータイ)」はお申込みいただけません。)。
・ 本データ定額にお申し込みいただくこと。



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、国際 S!メール（MMS）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（対象の国、地域、海外通信事業
者で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。）。



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



ソフトバンクを既にご利用中のお客さまがお申し込みの場合、翌請求月から適用します。ただし、以下に該当する場合、変更した請求
月の初日に遡って適用します。
・ 「データ定額」にご加入されていないお客さまが 3G 通信サービスと 4G 通信サービスとの間の契約変更又は機種変更と同時に本
データ定額にお申し込みの場合
・ 本データ定額にご加入されていないお客さまが 3G 通信サービスから 4G 通信サービスの契約変更又は機種変更(iPad を除く 3G
のお客さまに限ります。)と同時に本データ定額にお申し込みの場合
・ 「データ定額パック（シンプルスマホ）」又は「データ定額(3G ケータイ)」にご加入のお客さまが、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本データ定額にお申し込みの場合



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。



本データ定額（「データ定額 S（4G ケータイ）」を除きます。）の定額料については、日割り計算を行います（「データ定額 S（3G ケ
ータイ）は定額料の下限額を日割り計算します。）。ただし、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。



本データ定額の定額料は、当社契約約款上、通信料として取り扱います。



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。詳細はこ
ちらでご確認ください。
URL：http://www.softbank.jp/mb/r/notes/



「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(ケータイ)」をご利用でデータ定額未加入の場合は、自
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動通信により高額の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。2 段階定額では下限額を超えるパケット通信料が発生す
る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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
象事業者でのご利用をお勧めします（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）。



「データ定額ミニ 1GB／2GB」、「データ定額 5GB／20GB／30GB／50GB」又は「データ定額(3G ケータイ)」にご加入の場合、
ソフトバンク Wi-Fi スポットの月額使用料は無料となります。本データ定額加入日から無料となります。また、「データ定額 S(4G ケータ
イ)」又は「データ定額 S(3G ケータイ)」にご加入の場合、お申し込み日から 2 年間無料となります。無料期間終了後、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。なお、他の料金プランに変更された場合、又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。

追加データ
毎月ご利用のデータ量がデータ量上限を超えた場合に、「追加データ」をお申込みいただくことで、通常速度でご利用いただけます。
名称

料金額

追加データ

1,000 円／1GB

※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、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 SMS 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(無制限又は 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。



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」へのお申し込み
又は解除時は当該請求月末までの利用となります。

データくりこし
データくりこしは、余ったデータ量をくりこし、翌請求月に利用できるサービスです。
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データくりこしの対象となるデータ量と、ご利用になったデータ量の差分を翌請求月にくりこします。



データくりこしの対象となるデータ量は、「データ定額 5GB／20GB／30GB／50GB」においてデータ量上限として設定されたデータ
量です。



データくりこしは、100MB 単位で行います。100MB に満たない部分はデータくりこしの対象外です。



くりこし分は、「データ定額」のデータ量上限まで利用された後に利用可能となります。



ご利用中の「データ定額」を「データ定額ミニ 1GB／2GB」「データ定額(3G ケータイ)」「データ定額 S(4G ケータイ)」に変更又は対象
回線の譲渡がされた場合、翌請求月にくりこしは行いません。



「データシェアプラス」にご加入の場合、親回線のデータ量のみがくりこしの対象です。

【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（契約者回線又は当社電気通信設
備から送信された数字、記号及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、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
2016 年 9 月 13 日作成
2016 年 10 月 3 日更新
2016 年 10 月 28 日更新
2016 年 11 月 29 日更新
2016 年 12 月 1 日更新
2016 年 12 月 21 日更新
2017 年 9 月 22 日更新
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