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追加重要事項詳細  使 用 期 間：2021 年 7月 1 日～    

 

SoftBank ブロードバンド ステッププランについて 
サービス提供者：ソフトバンク株式会社  

 

本書面をよくお読みのうえ、お申し込みのサービスの概要をご理解ください。 

電気通信事業法第 26 条（提供条件の説明）に基づき、お申し込みのサービスに関して以下のとおり重要事項をご説明

します。この重要事項説明をよくお読みのうえ、お申し込みのサービス概要をご理解ください。 

本書面は、SoftBank ブロードバンド ステッププランに関する追加重要事項詳細です。本書面と合わせて、お申し込

みサービスの重要事項詳細も必ずご確認ください。また、適用される規約（約款）は、それぞれ下記の重要事項詳細

に記載の規約（約款）に準じます。 

●エンジョイBB ＋ SoftBank ブロードバンド ADSL／エンジョイBB ステッププラン ＋ SoftBank ブロードバンド 

ステッププラン重要事項詳細 （http://sbs.softbank.jp/terms/pdf/adsl_ebb.pdf） 

 

■ SoftBank ブロードバンドステッププランについて          

＜契約期間および解除料について＞ 

・SoftBank ブロードバンド ステッププランの契約期間は2年間（課金開始日の属する月を１ヵ月目として、24 ヵ月 

目の末日まで）です。SoftBank ブロードバンド ステッププランの解約が完了しなかった場合、契約は2年単位での

自動更新となります。。 

・SoftBank ブロードバンド ステッププランを契約期間満了月の当月・翌月・翌々月以外で解約した場合、解除料10,450

円をソフトバンク株式会社（以下「当社」とします）に対しお支払いいただきます。 

※2009年3月11日以前にお申し込みされたお客様は、契約期間は24ヵ月間となりますが、自動更新はされません。解除料は5,500円 

となります。 

※当社が提供する他のサービスを同月内に解約することにより解除料が重複して発生する場合は、11,000円を解除料の上限金額と

して当社に対してお支払いいただきます。 

 

＜SoftBank ブロードバンド ステッププランにおける各種料金の注意事項＞ 

（1）利用料金について 

・基本料とは、SoftBank ブロードバンド ADSLの「基本料」と従量データ50Mバイトまでの料金、および提携プロバイ 

ダー事業者が提供する、SoftBank ブロードバンドステッププランに対応した「プロバイダー料」を指します。 

・請求について、従量料金およびBBフォン通話料を除く月額利用料金・オプションサービス利用料は、毎月1日から月 

末までの料金を月額計算し、翌月請求します。従量料金およびBBフォン通話料は、毎月1日から月末までの料金を月 

額計算し、翌々月請求します。 

 

（2）従量料金について 

・SoftBank ブロードバンド ステッププランにおける従量料金は、お客様の利用データ量に応じて発生します。 

http://sbs.softbank.jp/terms/pdf/adsl_ebb.pdf
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・利用データ量は上り・下りのデータをそれぞれ別々に当社独自の計算方法で計測を行い、上り・下りのいずれかの 

データ量（1Mバイト単位）の1ヵ月総量に応じて課金します。 

・計算対象のデータ量は通常、下りのデータ量総量で算出しますが、上りのほうが多いと判断された場合は当社独自 

の判断にて上りのデータ量総量で請求する場合もあります。 

 

●従量料金の計算方法について 

・1ヵ月の利用データ量が51Ｍバイトを超えた場合、従量料金が発生します。従量料金の上限は3,143円となっていま 

すので、いくらご利用いただいても3,143円を超えることはありません。 

※50Ｍバイト以下の場合は従量料金0円。51Ｍバイト以上となった場合、1Mバイトあたり20.955円の課金となります。 

・従量料金は毎月1日から月末までの料金を月額計算します。なお、利用契約の開始月における従量料金については、 

NTTの局内工事が終了した日の7日後から月末までの利用データ量に応じて課金します。その場合、利用期間が1ヵ月 

に満たない場合でも上限額になる場合もありますのでご注意ください。 

・サービス変更、解約などによりSoftBank ブロードバンド ステッププランの従量料金の計算対象外となる場合、サ 

ービス料金の切替日または解約成立日より従量料金対象外となり、それまでの期間は計算対象となります。サービ 

ス料金の切り替え日については「契約の変更および解除について」の「契約の変更について」をご参照ください。 

 

●従量対象となる通信について 

利用データは以下の通信が対象です。 

※お客様が直接操作されていない場合でも、データ通信が発生し従量料金が課金されるものもありますのでご注意ください。 

①計算対象のうち課金対象となる通信 

・インターネットブラウザーによるWEBの閲覧、ダウンロードなどお客様の操作により行うインターネット通信。 

100文字程度のメールを1回送受信する場合 1通あたり約2kバイト（約500通で1Mバイト） 

デジタルカメラで撮影した写真を受信する場合 

（機種・解像度によって変わります） 

高解像度デジタルカメラのデータ

（10Mピクセルクラス） 

1枚あたり約2Mバ

イト～7Mバイト 

携帯電話内蔵カメラのデータ 

（2Mピクセルクラス） 

1枚あたり約0.2M

バイト～2Mバイト 

Yahoo! JAPANトップページを1回開くのに受信するデータ量 約0.5Mバイト～1Mバイト 

GyaO!ストアの映像を鑑賞した場合（動画サイトや、コンテン

ツによってデータ量が異なります） 
1分あたり約3Mバイト～6Mバイト 

※数字はあくまで目安です。時間帯、設定環境、状況によって大きく左右する場合があります。 

・メッセンジャーソフト、オンラインゲーム、セキュリティーソフト、ファイル共有ソフトなど、ダウンロード、イ

ンストールしたソフトウェアが独自に行う通信 

※ウイルス・スパイウェアに感染した場合、ソフトウェアが独自に行う通信も対象です。 

・OSアップデートにかかる通信 

※マイクロソフトWindows Updateなどの修正プログラム（月に最低1回は発生）などを自動受信されている場合、1回につき数M

バイト～数10Mバイトのダウンロードが発生する場合があります。 

・メールを送受信（送信と受信は別々に計算）する際に発生する通信 

※お客様へ障害、お知らせ、お得な情報などをご案内するためにご契約のプロバイダー、当社からのメールを送る場合もありま 

すがこれらの通信も従量計算対象です。これらのメールが不要な場合、受信拒否設定が可能なメール機能がありますので各自 

にてご設定ください。 

※メールソフトで受信する場合は何Mバイトのデータをダウンロードするか予期できないため、なるべくブラウザー経由で不要な 

データを削除することをお奨めします。 

・ゲーム機、ネットワーク対応テレビなどインターネット機能を持つ機器が行う通信 

※これらの機器は電源をONにしている間、もしくはスタンバイ状態でも、自動的に番組表のダウンロードや機器のファームアッ 

プなどの通信を行う場合があります。 

・無線LANパック、ご自身で購入された無線LAN機器を使ってインターネット通信を行った場合 

・外部のネットワークから自宅のパソコンまたはネットワーク対応機器に対してアクセスする場合に発生する通信 

※ハッカー・スパイウェア・ウイルスなど第三者からの攻撃も含まれます。 
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・その他ADSLモデム経由で行った通信 

②計算対象のうち課金対象外となる通信 

・BBフォン通話に発生したデータ量（BBフォンの通話料は別料金です。） 

・ADSLモデムが自動的にファームアップを行う場合に発生するデータ量 

・お客様の接続状態を管理、監視するために当社から発信する通信 

・当社の都合により障害発生およびメンテナンス等、何らかの要因でデータ量の取得が出来ない場合 

③計算対象外となる通信（下記部分はどれだけご利用しても従量料金の計算対象となりません） 

・ADSL以外の通信手段（公衆無線LAN、提携プロバイダー事業者が提供する各接続サービスなど）でインターネット接

続を行った場合 

・家庭内（LAN）で利用されるパソコン間の通信（ローカル通信） 

 

＜オプションサービスをご利用時のご注意点＞ 

SoftBank ブロードバンド ステッププランは、SoftBank ブロードバンド ADSLと同様のオプションサービスがご利用

いただけます。ただし、以下の点についてご注意ください。 

（1）無線LANパックをご利用時の注意点 

・無線LANをご利用の際には、必ずセキュリティー設定（暗号化など）を行ってください。暗号化を行わない場合、第

三者がご契約者様のインターネットに無断で接続することが可能となり、予期せぬ利用量となる場合があります。

また、暗号化キー（WEPキー）についても第三者に知られないように十分に注意して取り扱いください。 

 

（2）BBセキュリティをご利用時の注意点 

・BBセキュリティの利用を開始する際に、ソフトをダウンロードおよびインストールする必要があり、約80Mバイト程

の従量対象となる通信が発生します。 

・ご利用期間中は、ウイルス定義ファイルやアプリケーションルールの定期的な自動更新を行い、従量対象となる通 

信が発生します。 

※自動更新のデータ量は重要度や深刻度に応じて異なります。 

 

（3）BBソフトをご利用時の注意点 

・BBソフトをご契約の場合、最初にソフトウェアをダウンロード、インストールする必要があります。ソフトウェア 

のダウンロードサイズは数百MBとなり、従量対象となる通信が発生します。また、ご利用ライセンスの認証を定期 

的に行うため、数百バイトの通信が定期的に発生します。 

 

（4）BBサポートワイドサービスをご利用時の注意点 

・BBサポートワイドサービスの「リモートサポート」をご利用の場合はお客様のパソコンをオペレーターが遠隔操作 

するため、通信が発生します。その際、遠隔通信に必要なデータ量、遠隔操作時にダウンロードしたデータ量はす 

べて従量データの課金対象ですのでご注意ください。 

 

（5）とく放題（ｂ）／ BBライフホームドクターをご利用時の注意点 

・お客様宛てに当社よりサービスに関するメールを送信する場合があります。その際、SoftBank ブロードバンド ス 

テッププランをご契約のお客様は、メールの受信によって生じるデータ量はすべて従量データの課金対象ですので

ご注意ください。 
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（6）BBフォンをご利用時の注意点 

・BBフォン通話時に発生した通信データについては着信時・発信時共に従量料金の対象とはなりません。 

 

■ ソフトバンクケータイセット割引について             

・ソフトバンクケータイセット割引（以下「本割引」とします）とはSoftBank ブロードバンド ステッププランとソフト 

 バンク携帯電話（ホワイトプラン）をご契約の方でかつ、別途本割引をお申し込みいただいた方に適用する割引です。 

・本割引はSoftBank ブロードバンド ステッププランにのみ適用される割引であり、ソフトバンク携帯電話の利用料 

金の割引ではありません。 

・お申し込みの際、ADSL１回線に対してソフトバンク携帯電話1番号のみご登録いただけます。既にご登録済みのソフ

トバンク携帯電話番号は2回線以上ご登録いただけません。 

・本割引を適用するにあたり、ご登録いただいた情報＊1をソフトバンク携帯電話のご契約内容と照合します。また、 

割引適用期間中も定期的に照合し、ご登録のソフトバンク携帯電話のご契約状態が本割引の適用条件を満たさない 

ことを確認した場合、お客様に通知の後、本割引の適用を変更または終了する場合があります。変更、終了日につ  

いては通知の際ご連絡します。なお、お客様がご登録のソフトバンク携帯電話の電話番号変更を行った場合は、当 

社にて当該情報変更の確認ができた後、変更後のソフトバンク携帯電話番号に対し、引き続き本割引を適用します。 

・本割引の適用にあたり、その他当社の提供する一部のキャンペーン、値引き、割引を受けられない場合があります。 

詳しくは各キャンペーンの適用条件をご参照ください。 

＊1 ご登録いただいたソフトバンク携帯電話番号およびソフトバンク携帯電話番号に紐付いた契約者名、契約状態などを指します。 

 

（1）本割引の適用条件について 

下記条件をすべて満たしたお客様に対し、本割引が適用されます。 

・SoftBank ブロードバンド ステッププランの新規お申し込みと同時、または既にご利用中、またはサービス変更の

お申し込みと同時に本割引のお申し込みがあること。 

・ソフトバンク携帯電話（ホワイトプラン）＊2をご契約していること。 

・本サービス契約者名とご登録いただくソフトバンク携帯電話の契約者名がお申込者と同一名義またはご家族名義＊3 

であること。 

・ご登録いただくソフトバンク携帯電話の契約者が個人名義であること。 

＊2 標準プランでもご加入いただけます。また、ホワイトプランであっても、一部特殊なご契約の場合、受付できないことがあります。 

＊3 血縁・婚姻関係にある、または同一住所であることが条件となり、専用の「同意書」および「家族であることを証明できる公 

共確認書類」をご提示いただく必要があります。また、18歳未満の場合は、親権者の同意が必要です。 

 

（2）本割引の内容について 

本割引が適用された場合、以下の条件によって適用される本割引内容が異なります。 

・ソフトバンク携帯電話がホワイトプランの場合、SoftBank ブロードバンド ステッププランの基本料金（月額1,027 

円）が無料となります。また、従量料金の上限額は3,122円＊4です。 

・ソフトバンク携帯電話が当社の指定する無線LAN対応機種＊5かつホワイトプランの場合＊6、ソフトバンク携帯電話の 

うち無線LAN対応機種をご利用の場合、SoftBankブロードバンド ステッププランの基本料金（月額1,027円）が無料 

となり、従量料金の上限額3,122円の適用に加え、無線LANパック（レンタル）月額使用料1,037円が無料です（ただ 

し、別途無線LANパックをレンタルにてご契約の場合）。 

＊4 本割引適用により基本料金無料で50Mバイトまで従量料金なしでご利用いただけます。51Mバイト以上は基本料金１Mバイトあた

り20.955円として加算、従量料金の上限金額は3,122円/月となります。 

＊5 対応機種は当社ホームページ（http://sbs.softbank.jp/sp/set.html）にてご確認いただけます。 

＊6 当社の販売履歴に登録されている最後にご購入いただいた機種が無線LAN対応機種である場合のみ適用です。また携帯電話機の 

購入を伴わないご契約（USIM単体でのご契約の場合など）の場合は適用対象外です。 
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（3）ソフトバンクケータイセット割引登録事務手数料について 

・本割引をSoftBank ブロードバンド ステッププランの新規申込と同時にお申し込みいただかなかった場合で、別途 

本割引にお申し込みいただいた場合（一旦解約され、再登録の場合も含みます）は、登録事務手数料として3,300円

がかかります。登録事務手数料の請求については、本割引の適用を持って請求します。 

 

（4）本割引の適用開始日について 

・本割引を新規回線申し込みと同時にお申し込みの場合は、SoftBank ブロードバンドステッププランの契約成立日よ

り本割引を暫定的に適用開始します。また、すでにSoftBank ブロードバンド ステッププランの契約が成立済みで

かつ、本割引を追加でお申し込みの場合は、お申し込み日の翌月1日より適用開始します。ただし、工事完了後にお

客様が申告された内容と当社に登録されている内容が異なる場合は、通知の後取り消しします。本割引をサービス

変更と同時にお申し込みの場合は、サービス料金の切り替え日より適用開始します。 

 

（5）本割引の変更について 

・本割引を適用中にご登録いただいたソフトバンク携帯電話契約者の以下の情報が変更された場合、適用している本

割引内容を変更します。 

・基本料金＋無線LANパック割引が適用されている期間に、ご登録いただいているソフトバンク携帯電話が無線LAN対

応機種以外の機種となったとき。 

・基本料金割引のみが適用されている期間に、ご登録いただいているソフトバンク携帯電話が無線LAN対応機種となっ

たとき。なお、お客様の都合によりご登録のソフトバンク携帯電話を変更される場合は、本契約を一度解約のうえ

再登録いただく必要があります。 

 

（6）本割引の終了について 

・本割引を適用中にご登録いただいたソフトバンク携帯電話契約者のご契約状態が変わったことが確認された場合、

お客様に通知の後、本割引を終了します。 

・ソフトバンク携帯電話の料金プランがホワイトプランまたはホワイトプラン（i）以外に変更された場合 

・ソフトバンク携帯電話を解約した場合 

・ソフトバンク携帯電話の端末を本割引対象機種以外に機種変更した場合 

・本割引とソフトバンク携帯電話の契約者が不一致となったとき（第三者への譲渡を行った場合も含みます） 

・ADSLのプランがSoftBank ブロードバンド ステッププラン以外のサービスにサービス変更された場合＊7 

・ご登録いただいた内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合 

・その他、適用条件を満たさない場合、不正なご利用が発覚した場合 

＊7 ADSLを休止された場合、休止期間中は本割引も休止となり、再開時に引き続き適用させていただきます。 

 

（7）ソフトバンク携帯電話の無線LAN対応機種をご利用時の注意点について 

・ソフトバンク携帯電話の無線LAN対応機種をご利用いただく際に、ご自宅のパソコンに専用の通信ソフトウェアのイ

ンストールと無線LANまたはUSBによる接続が必要となる場合があります。インストールに必要なソフトウェアとア

ップデートに必要なファイルをWEBサイトからダウンロードする場合は従量通信対象となります。iPhoneをご利用の

場合、パソコンでiTunes上からアプリケーション、音楽ファイルを購入（ダウンロード）するとき、通信が発生し

ます。パソコンとiPhone間の通信に関しては従量料金の計算対象とはなりません。 

 

※記載内容は 2021年 6 月 23 日現在のものです。※記載の価格は税込価格です。ただし、違約金は課税対象外です。※サービス内

容および提供条件は、改善等のため予告なく変更する場合があります。※NTT各種料金の税込価格は、NTT東日本および NTT 西日本

の表示内容にあわせて記載しております。※NTTの各費用は変更となる場合があります。※記載されている会社名、製品名および

サービス名は、各社の登録商標および商標です。                     

ソフトバンク株式会社 


