
「定額オプション」「準定額オプション」提供条件書 

更新日：2021 年４月１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。 

消費税計算上請求金額と異なる場合があります。 

□ 「定額オプション」「準定額オプション」提供条件書

（2020年3月11日をもちまして、「基本プラン（音声）」にご加入されているお客さまの「定額オプション」及び「準定額オプ

ション」の受付を終了いたしました。）

「定額オプション」及び「準定額オプション」（以下「本サービス」と総称します。）は、「基本プラン（音声）」又は「通話基本プラン」

を選択された場合にご利用いただける、通話料が割引になるオプションサービスです。 

定額料 

オプション名 定額料 

定額オプション 1,500 円(1,650 円)／月 

準定額オプション 500 円(550 円)／月 

通話料・TV コール通信料 

オプション名
通話料※1 TV コール通信料・ 

64K デジタルデータ通信料※1 5 分以内の通話 5 分超過の通話 

定額オプション 無料 無料※1 

準定額オプション 無料 

20 円(22 円)／30 秒 

（5 分超過分に通話料がか

かります。） 

36 円(39.6 円)／30 秒 

※1 国際ローミング通話料、国際電話通話料、ソフトバンク衛星電話サービス、0180、0570 等から始まる他社が料金設定している電

話番号への通話料、番号案内（104）、留守番電話センター宛ての国内通話料等は無料通話の対象外です。その他当社が指定

する電話番号（当社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する電話番号、一方的な発信又は機械的な発信により、一

定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号など）は、無料通話の対象外となります（対象の電話

番号はコチラ）。

無料通話の対象外となる料金については、3G 通信サービス契約約款及び当社ホームページでご確認ください。その他、国内通話無

料の対象外となる通話料については 20 円(22 円) ／30 秒となります。TV コール通信料及び 64K デジタルデータ通信料の国内通

信無料の対象外となる通信料については 36 円(39.6 円) ／30 秒となります。

http://cdn.softbank.jp/mobile/set/data/legal/spguide/pdf/sp_sumahodai_numberlist_kiyaku.pdf
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SMS送受信料 

オプション名 

SMS 

送信 受信 

ソフトバンクの通信網を

利用する端末宛※1 
その他 － 

定額オプション 無料※2 3 円(3.3 円)／通※3 無料 

準定額オプション 3 円(3.3 円)／通※4 無料 

 

※1 直収パケット交換機を介して行う携帯電話サービスの利用端末を除きます。 

※2 ご利用の機種またはアプリケーションにより 1 通信で送信可能な文字数が異なります。ソフトバンクが提供する携帯電話又はソフトバ

ンクの通信網を利用する仮想携帯電話事業者が提供する携帯電話サービス(直収パケット交換機を介して行うサービスを除きます。）

に係る SMS 対応機種宛の場合は、最大 670 文字（半角英数字のみの場合 1530 文字）まで送信可能です。みまもりカメラ宛の

SMS 送信には、SMS 送信料（3 円(3.3 円) ／通）がかかります。この場合、70 文字（半角英数字のみの場合 160 文字）ま

では 1 通分、134 文字（半角英数字のみの場合 306 文字）までは 2 通分、それ以降は 67 文字（半角英数字のみの場合 153

文字）ごとに 1 通分とし、送信料を計算します。送信先が携帯電話番号ポータビリティ（MNP）を利用して他の携帯電話会社へのり

かえをしていた場合、他の携帯電話会社宛の通信料が適用されますので、ご注意ください。 

※3 送信文字数が 70 文字（半角英数字のみの場合 160 文字）以内の場合です。ご利用の機種またはアプリケーションにより 1 通

信で送信可能な文字数が異なります。最大 670 文字（半角英数字のみの場合 1530 文字）まで送信可能です。70 文字（半角

英数字のみの場合 160 文字）までは 1 通分、134 文字（半角英数字のみの場合 306 文字）までは 2 通分、それ以降は 67 文

字（半角英数字のみの場合 153 文字）ごとに 1 通分とし、送信料を計算します。 

※4 送信文字数が 70 文字（半角英数字のみの場合 160 文字）以内の場合です。ご利用の機種またはアプリケーションにより 1 通

信で送信可能な文字数が異なります。最大 670 文字（半角英数字のみの場合 1530 文字）まで送信可能です。70 文字（半角

英数字のみの場合 160 文字）までは 1 通分、134 文字（半角英数字のみの場合 306 文字）までは 2 通分、それ以降は 67 文

字（半角英数字のみの場合 153 文字）ごとに 1 通分とし、送信料を計算します。 

 

⚫ 次の行為のいずれかに該当すると当社が認めた場合、適用されている料金プランから当社が指定する料金プランへの変更及び本サ

ービスの解除をするとともに、お客さまのお申し込みによる他の料金プランへの変更及び本サービスへの再加入を一定期間制限しま

す。この場合、あらかじめ料金プランを変更する日及び変更する料金プラン並びに本サービスを解除する日を契約者に通知します。 

・ 契約者が行う通信について契約者以外の者の用に供され、それが業として行われるもの又は他人の通信を媒介するもの。 

・ 契約者が行う通信について、特定の協定事業者に係る電気通信設備に対し、一方的な発信又は機械的な発信により、一
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定時間内に長時間又は多数の通信を一定期間継続するもの。 

・ 契約者が行う通信について、通信による直接収入を得る目的で利用するなど、通話以外の目的で利用するもの。 

⚫ 通話が連続して長時間に及ぶなど、当社設備に影響を及ぼすと当社が判断した場合は、当該通話を切断することがあります。 

 

■適用条件 

本サービスは、お客さまが以下の全ての条件を満たした場合に提供します。 

・ 「基本プラン（音声）」又は「通話基本プラン」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。 

 

■解除条件 

本サービスが適用中の回線において、以下のいずれかの条件に該当する場合、本サービスの提供を終了します。 

・ 「基本プラン（音声）」若しくは「通話基本プラン」以外の料金プランに変更された場合又は「データプラン 50GB+」、「データプラ

ンミニ」、「データプラン 1GB（スマホ）」、「データプラン 1GB（ケータイ）」、「データプラン 100MB」、「データ定額 50GB プラ

ス」、「データ定額ミニモンスター」、「データ定額スマホデビュー」以外のデータ定額サービスに変更された場合、請求月末をもって

本サービスの提供を終了します。 

・ 本サービスの解除のお申し込みがあった場合、請求月末をもって本サービスの提供を終了します。 

・ ご契約回線を解約された場合、解約日をもって本サービスの提供を終了します。 

 

■注意事項 

⚫ ソフトバンクへの新規加入と同時に本サービスをお申し込みの場合、適用開始は「加入日」になります。 

⚫ ソフトバンクを既にご利用中のお客さまが本サービスをお申し込みの場合、翌請求月から適用します。 

⚫ 本サービスの定額料については、日割り計算を行います。ただし、ご契約回線を解約される場合（加入月に解約の場合を除きま

す。）、日割り計算を行いません。 

 

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（https://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、4G 通信サービス契約約款及び 5G 通信サービス契約約款を適用

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。 

https://www.softbank.jp/
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更新履歴 

2018 年 9 月 6 日作成 

2018 年 10 月 1 日更新 

2019 年 2 月 15 日更新 

2019 年 9 月 10 日更新 

2019 年 9 月 13 日更新 

2020 年 3 月 12 日更新 

2021 年４月１日更新 


