「データプラン 20GB(スマホ)」提供条件書
「データプラン 20GB(スマホ)（以下「本データプラン」といいます。）は、当社指定の条件を満たした場合に、SoftBank 5G、SoftBank
4G LTE 又は SoftBank 4G 対応の iPhone 及びスマートフォンでご利⽤いただける、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
2022 年 11 月 16 ⽇
 加入条件
1.

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 22 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）
により回線を契約するときに、iPhone 又はスマートフォン※3（以下「対象機種」といいます。）を購入※4 し、「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（のりかえ（MNP／番号移⾏）は含まれません。以下同じ。）において、本データプラン、「デー
タプラン 4GB(スマホ)」、「データプラン 4GB(ケータイ)」、「データプラン 3GB(スマホ)」又は「データプラン 3GB(ケータイ)」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 Windows Mobile 及びプリペイド携帯電話は、対象外です。
※4 SIM 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) 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）をする前に利⽤していた機種
（以下「旧機種」といいます。）が、お客さまの契約区分に応じて下表右欄のいずれかに該当すること
旧機種の対象範囲※1※2

契約区分
機種変更
のりかえ（MNP/番号移⾏）※4

ソフトバンク取扱店で購入した、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※3
他社（ワイモバイル、LINEMO 及び LINE モバイルを含みます。）携帯電話（フィー
チャーフォン）又はキッズ向けケータイ

※1 旧機種を利⽤する前に、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 旧機種を継続利⽤して、本データプランにご加入いただくことはできません。
※3 当社システム上にお客さまが使⽤する機種として登録されたものに限ります。
※4 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。

2.

前項の定めにかかわらず、下表の料⾦プランに加入しているお客さまは、本データプランに申し込みいただくことができます。ただし、本デ
ータプランに加えて「基本プラン(音声)」に申し込むことが必要です。
契約区分
料⾦プランの変更

変更前の料⾦プラン
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「データプラン 3GB(スマホ)」



「データ定額スマホデビュー」

 サービス内容
データ量上限

定額料

20GB

2,580 円(2,838 円)／月

 1 か月（請求月）のご利⽤のデータ量が 20GB 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（購入）が必要です
（制限モード）。なお、オートチャージ（快適モード）に設定いただくことで、データ量上限の超過後であっても速度制限されず、自
動的に下記の「追加データ」をチャージ（購入）することができます。
 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

1,000 円(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。

 「追加データ」のチャージ（購入）及びオートチャージ（快適モード）の設定には、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（快適モード）の場合、自動的に「追加データ」をチャージ（購入）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（購入）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（購入）したデータ量は、チャージ（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。
 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、海外あんしん定額又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。
 月（請求月）途中にソフトバンクを解約する場合は、解約⽇までの適⽤となり、⽇割り計算は⾏いません。ただし、本データプランへ
の加入月にソフトバンクを解約する場合、定額料を⽇割り計算します。
 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、
以下のいずれかに該当する場合、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(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
「データプラン 20GB(スマホ)」提供条件書
作成⽇︓2022 年 11 月 16 ⽇
ソフトバンク株式会社
記載の料⾦額は税抜価格、括弧内は税込価格となります。

Copyright 2022 SOFTBANK corp.

消費税計算上請求⾦額と異なる場合があります。

2/5

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
 本データプランは、データくりこし（当請求月に余ったデータ量を翌請求月末までくりこして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、2020 年 9 月 16 ⽇以降に新規契約で
本データプラン、「データプラン 4GB(スマホ)」、「データプラン 4GB(ケータイ)」、「データプラン 3GB(スマホ)」又は「データプラン
3GB(ケータイ)」に加入した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、0.05 円(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ロ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」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」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。
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併⽤不可サービス


「おうち割 光セット」



「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）



「データ増量特典(スマホデビュー)」



「⻑期継続特典」



「⻑期継続特典(誕生月特典)」

 本データプランは、「新みんな家族割」による割引の適⽤を受けることはできません。ただし、本データプランに加入した通信回線は、
「新みんな家族割」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。
 その他
本データプランが適⽤されている回線において、お客さまが次の各号のいずれかに該当する申し込みを⾏った場合は、その申込⽇が



属する請求月をもって、本データプランの適⽤を終了します。
(1) 本データプラン又は「基本プラン(音声)」の解除又はプラン変更の申し込みを⾏った場合
(2) 対象機種以外の機種への機種変更の申し込みを⾏った場合
※対象機種への機種変更を⾏う場合は、本データプランの適⽤は終了しません。
 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。ただし、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。ただし、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。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
2022 年 11 月 16 ⽇ 作成
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