表示価格は特に断りがない限り税込です。消費税計算上請求⾦額と異なる場合があります。

「データプラン 1GB(スマホ)」/「データプラン 1GB(ケータイ)」提供条件書
「データプラン 1GB(スマホ)」及び「データプラン 1GB(ケータイ)」（以下「本データプラン」と総称します。）は、
当社指定の条件を満たした場合に、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。
 受付開始日
2019 年 9 月 13 日
 加入条件
本データプランは、以下の全ての条件に該当するお客さまを対象とします。
(1)

新規契約（回線の使⽤者が 5 歳以上 15 歳以下の場合※1※2 に限ります。）、機種変更又はのりかえ（MNP／番
号移⾏）※3 と同時に、基本プラン(音声)及び本データプランにお申し込みいただくこと
※1 使⽤者の年齢を確認することができる書類（健康保険証、パスポート等）をご提⽰いただくことが必要です。
※2 2020 年 9 月 16 日以降の新規契約において本データプランに加入した際の使⽤者として指定されたことがある方を、再度使⽤者とし
て新規契約で本データプランに加入することはできません。
※3 USIM 単体契約（料⾦プランのお申し込みと同時に携帯電話機をご購入しない契約をいいます。) で本データプランにお申し込みいた
だくことも可能です。

(2)

新規契約、機種変更又はのりかえ（MNP／番号移⾏）後に利⽤する機種が対象機種※であること
※ データプラン 1GB(スマホ)にお申込みの場合:
データプラン 1GB(ケータイ)にお申込みの場合:

iPhone 又はスマートフォン
SoftBank 携帯電話（フィーチャーフォン）。なお、キッズフォン及びみまもりケ
ータイは対象外です。

(3)

機種変更又はのりかえ（MNP/番号移⾏）の場合、機種変更又はのりかえ（MNP/番号移⾏）前に利⽤されてい
た機種（以下「旧機種」といいます。）が、次の①又は②のいずれかに該当すること

① 機種変更の場合
旧機種※1 が SoftBank 携帯電話（フィーチャーフォン）、キッズフォン、みまもりケータイ又はあんしんファミ
リーケータイであること。
② のりかえ（MNP／番号移⾏）の場合
旧機種※1 が他社（ワイモバイルを含みます。
）携帯電話（フィーチャーフォン）、PHS 又はキッズ向けケータイ
であること※2。
※1 旧機種を購入する前に、スマートフォンを利⽤していた場合も本データプランにお申し込みいただくことができます。
※2 本データプランに申し込むときに、旧機種で自局電話番号を表⽰した画面をご提⽰いただき、当社にて当該画面を確認・撮影させてい
ただきます。故障等により自局電話番号を表⽰できない場合、本データプランにご加入いただくことはできません。

 SoftBank 5G 対応の機種をご利⽤のお客さまで、「5G 基本料」又は「5G サービス利⽤料」に記載の適⽤条件を満
たした場合、
「5G 基本料」又は「5G サービス利⽤料」が適⽤されます。
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 サービス内容
データプラン 1GB(スマホ)/

データプラン 1GB (ケータイ)

データ量上限

定額料
1GB

1,650 円／月

 1 か月（請求月）のご利⽤のデータ量が 1GB 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。
 本データプランのデータ量上限の超過後に通常速度でご利⽤いただくためには、都度「追加データ」のチャージが
必要です（制限モード）。オートチャージ（快適モード）に設定いただくことで、データ量上限超過後であっても
速度制限されず、自動的に「追加データ」をチャージいただけます。
 下記の「追加データ」をチャージ（購入）することにより、
「追加データ」容量の上限に到達するまでの間は、通
常速度でご利⽤いただけます。
名称

料⾦額

追加データ

1,100 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。

 チャージ（購入）及び設定には、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
ェルサイ卜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。
 オートチャージの場合、自動的に「追加データ」をチャージする上限回数の設定（無制限、1 回〜10 回／月、又
は 50 回／月※）が可能です。この場合、設定した上限回数に到達後は、都度お申し込みいただくことで「追加デ
ータ」をチャージすることができます。
※ 法人契約のお客さまは、無制限又は 1 回〜99 回／月の設定が可能です。
 追加でチャージしたデータ量は、チャージした日の属する請求月の翌請求月末まで利⽤できます。
 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（インターネッ卜接
続等）
、海外でのご利⽤分（SMS、S︕メール（MMS）及びウェブ）及び国際 SMS は本データプランの対象外で
す。
※ 海外でのご利⽤分のうち、S︕メール（MMS）及びウェブは、海外パケットし放題の対象となります（定額対象
国・地域でのご利⽤時に限ります。）
。
 ソフトバンクに新たに加入する場合は、加入日から適⽤されます。月途中に加入する場合は、定額料を日割り計算
します。ただし、月途中にソフトバンクを解約する場合（加入月に解約の場合を除きます。）は、解約日までの適
⽤となり、日割り計算は⾏いません。
 ソフトバンクを既にご利⽤中のお客さまが本データプランにお申し込みする場合、翌請求月から本データプランを
適⽤します。ただし、以下に該当する場合、これらの変更を申し込みした請求月の初日に遡って適⽤し、
「ウェブ使
⽤料」にご加入のお客さまの「ウェブ使⽤料」の月額使⽤料については、請求月の初日から起算して変更を申し込
みした日の前日までの間、日割り計算します。
 「基本プラン(音声)」
、「基本プラン(データ)」
、「基本プラン(みまもりケータイ／キッズフォン)」
、「通話基本プ
ラン」
、「通話定額基本料」又は「通話定額ライト基本料」以外の料⾦プランにご加入のお客さまが、3G 通信サ
ービスから 4G 通信サービスもしくは 5G 通信サービスへの契約変更又は 3G 通信サービス間の機種変更と同時
に本データプランに申し込みする場合
 「データ定額パック(3G ケータイ)」
、「データ定額パック(3G スマホ)」、
「データ定額パック(シンプルスマ
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ホ)」、
「データ定額(3G ケータイ)」又は「データ定額 S(3G ケータイ)」にご加入のお客さまが、3G 通信サー
ビスから iPhone 又はスマートフォンでご利⽤いただく 4G 通信サービス又は 5G 通信サービスへの契約変更と
同時に本データプランに申し込みする場合
 データプラン又は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、4G 通信サービス及び 5G
通信サービス間の契約変更又は機種変更と同時に本データプランに申し込みする場合
 本データプランにおいてデータ上限量として設定されたデータ量はデータくりこし（余ったデータ量をくりこし、
翌請求月末まで利⽤できるサービスです。）の対象外です。
 「データシェアプラス」
、「家族データシェア」及び「法人データシェア」の親回線又は子回線として、本データプ
ランは提供しておりません。
 本データプランの定額料は、3Ｇ通信サービス契約約款、4G 通信サービス契約約款及び 5G 通信サービス契約約款
上、通信料として取り扱います。
 当社は、新規契約で本データプランを申し込むお客さまに、使⽤者として指定される方がこれまでに本データプラ
ンの適⽤を受ける回線の使⽤者になっていた履歴の有無を開⽰させていただくことがあります。必ずお客さまの責
任において使⽤者として指定される方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。
 当社は、法人契約の場合を除き、お客さまによる本データプランのご利⽤にあたって、お客さまのご利⽤状況（パ
ケット量）を確認させていただきます。また、ご利⽤状況に合わせて料⾦プランやキャンペーンのご案内をさせて
いただくことがあります。予め同意の上でお申し込みください。
 本データプランに申込みしたお客さまの端末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、必ずお客さまの責任において当該使⽤者から事前に前項に関する同意を取得しなければならないもの
とします。
 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、より良いネ
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︓https://www.softbank.jp/mobile/support/procedure/data̲traffic/
 ⼀般的にスマー卜フォンなどは、ソフトウェ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。
自動通信によりデータ量を消費する場合（海外でのご利⽤時はパケット通信料が発⽣する場合）があります。
 本データプランの対象外の国内の通信（本データプラン専⽤アクセスポイント以外の通信など）は 0.055 円／パ
ケットの通信料がかかります。
 自動通信により、海外でのご利⽤時の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・地域をご確認の上、ご利⽤ください（初期設定では海外データ⼝ーミング設定はオフと
なっております。
）。
 本データプランにご加入の場合、
「ソフトバンク Wi-Fi スポット」及び「ケータイ Wi-Fi」の月額使⽤料は、本デ
ータプランの加入日から無料となります。なお、「ソフトバンク Wi-Fi スポット」及び「ケータイ Wi-Fi」の月額
使⽤料が無料とならない他の料⾦プランに変更した場合、日割計算による月額使⽤料が当該請求月から発⽣しま
す。
 併⽤不可サービス
 本データプランにご加入の場合、次のサービスの適⽤を受けることはできません。
併⽤不可サービス
1

おうち割 光セット

2

ワイモバイル→ソフトバンクのりかえ特典の特典 B（データ定額サービスの定額料割引）

3

ワイモバイルからソフトバンクへの番号移⾏プログラムの特典 B（通信料⾦の割引）
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 本データプランは、みんな家族割＋による割引の適⽤を受けることはできません。但し、本データプランに加入し
た通信回線は、みんな家族割＋による割引額を算定するための家族回線の数に加算されます。
 上記に掲げる以外にも、他のサービス、キャンペーン、プログラム又は割引等と併⽤することができない場合があ
ります。
 解除条件
本データプランが適⽤されている回線契約（以下「対象回線契約」といいます。）において、以下のいずれかに該当
する場合、次の時期をもって本データプランの適⽤を終了します。
＜当該請求月の適⽤をもって終了＞
(1)

基本プラン(音声)を解除、変更その他の理由により終了した場合

(2)

本データプランを解除、変更その他の理由により終了した場合

＜当日の適⽤をもって終了＞
対象回線契約を解約した場合
 本データプランの適⽤後であっても、当社基準により適⽤外であることが判明した場合は当該回線への適⽤を取り
消しさせていただきます。

 本データプランの適⽤を終了する場合に、お客さまが引き続き当社の通信サービスを利⽤することを希望するとき
は、他のデータ定額サービスへ変更することが必要です。
 本データプランは、何らかの理由により内容を変更し、又は廃止する場合があります。この場合、変更後の内容が
お客さまの権利関係に重⼤な影響を与える場合又は本データプランを廃止する場合は、後述する本提供条件書の変
更方法と同等の方法により事前に通知します。但し、緊急性がある場合又はやむを得ない場合は、事後的に通知し
ます。
 本データプランが廃止された場合、お客さまと当社との間の本データプランの利⽤契約は、廃止時点をもって解約
されるものとします。この場合、解約月の定額料について日割り計算は⾏いません。

【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（https://www.softbank.jp）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。但し、緊急性がある場合又はやむを得
ない場合は、事後的に通知します。

・

最新の提供条件書は、当社ホームページ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、4G 通信サービス契約約款及び 5G 通信サービス契約約款の規定を適⽤しま
す。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。
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更新履歴
2019 年 9 月 13 日 作成
2020 年 3 月 12 日 更新
2020 年 4 月 15 日 更新
2020 年 6 月 10 日 更新
2020 年 9 月 16 日 更新
2020 年 11 月 11 日 更新
2021 年 4 月 1 日 更新
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