-提供条件書 ビジネスシェアパック●「ビジネスシェアパック」は、Xi サービス契約約款及び FOMA サービス契約約款（以下、「契約約款」といいます）並びに本提
供条件書で規定する利用上の条件に従って提供されます。本提供条件書は、契約約款の一部を構成します。
●本提供条件書に記載の料金プラン、割引サービス、パケット定額サービスその他当社が提供するサービスは、当社の契約
約款、利用規約、ご利用規則又は提供条件書等に定めるものをいいます。

2019 年 5 月 31 日をもって「パケットパック」は新規受付を終了しました。すでに「基本プラン」をご契約中のお客様につきまし
ては、「パケットパック」のお申込み・廃止・プラン変更は可能です。
※「ビジネスシェアパック 5」「ビジネスシェアパック 10」「ビジネスシェアパック 15」「ビジネスシェアパック 20」「ビジネスシェア
パック 30」「データ S パック（小容量）」「データ M パック（標準）」「データ L パック（標準）」「らくらくパック」へのプラン変更は除
きます。
１．サービス概要
「パケットパック」は、基本プラン向けに提供するパケット通信の定額サービスです。
法人向けには、単回線契約および同一法人名義間でシェア可能な「ビジネスシェアパック」があります。
２．提供条件
（１）ご利用料金（Xi・FOMA 共通）

○：くりこし可能
シェア
オプション
月額定額料
※2

法人向け
パケットパック
名称

上限
回線数
※3

利用可能
データ量

月額料金※1

ウルトラビジネスシェアパック 30
※4、※5、※6

30GB

14,850 円（税込）

20 回線

ウルトラビジネスシェアパック 50
※4、※5、※6

50GB

17,600 円（税込）

20 回線

ウルトラビジネスシェアパック 100
※4、※5、※6

100GB

27,500 円（税込）

30 回線

ビジネスシェアパック 5
※5、※7

5GB

7,150 円（税込）

5 回線

ビジネスシェアパック 10
※5、※7

10GB

10,450 円（税込）

10 回線

ビジネスシェアパック 15
※5、※7

15GB

13,750 円（税込）

15 回線

ビジネスシェアパック 20
※5、※7

20GB

17,600 円(税込)

20 回線

ビジネスシェアパック 30
※5、※7

30GB

24,750 円(税込)

30 回線

ビジネスシェアパック 50
※5

50GB

40,700 円（税込）

50 回線

550 円
（税込）

利用可能
データ量の
「パケット
くりこし」

○

ビジネスシェアパック 70
※5

70GB

56,650 円（税込）

70 回線

ビジネスシェアパック 100
※5

100GB

80,300 円（税込）

100 回線

ビジネスシェアパック 150
※5

150GB

119,900 円（税込）

150 回線

ビジネスシェアパック 200
※5

200GB

159,500 円（税込）

200 回線
○

ビジネスシェアパック 250
※5

250GB

198,000 円（税込）

ビジネスシェアパック 300
※5

300GB

236,500 円（税込）

ビジネスシェアパック 400
※5

400GB

308,000 円（税込）

400 回線

ビジネスシェアパック 500
※4

500GB

379,500 円（税込）

500 回線

ビジネスシェアパック 700
※4

700GB

528,000 円（税込）

700 回線

ビジネスシェアパック 1000
※4

1,000GB

748,000 円（税込）

1,000 回線

ビジネスシェアパック 1500
※4

1,500GB

1,100,000 円（税込）

1,000 回線

ビジネスシェアパック 2000
※4

2,000GB

1,430,000 円（税込）

1,000 回線

ビジネスシェアパック 3000
※4

3,000GB

2,090,000 円（税込）

1,000 回線

250 回線

550 円
（税込）

300 回線

<ステップ 4：～30GB>
16,500 円（税込）
<ステップ 3：～15GB>
ビジネスベーシックシェアパック
※7

30GB

13,200 円（税込）
<ステップ 2：～10GB>

20 回線

×

9,900 円（税込）
<ステップ 1：～5GB>
7,150 円（税込）
※1 当月のご利用可能データ量を超えた場合、シェアグループの代表回線及び子回線の当月末までの通信速度が送

受信時最大 128kbps となります。128kbps の通信速度で利用したデータ量は課金されません。なお、別途「1GB 追
加オプション」または「スピードモード」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（ご利用データ
量 1GB ごとに 1,100 円（税込）が必要です）。
※2 シェアグループ子回線のみ、回線ごとに自動的に課金されます。また、2 台目プラス（お申込み時のデータプラン
契約回線にも自動的に課金されます。デバイスプラスには適用されません。

※3 シェアグループはお申込みいただくビジネスシェアパックごとに設定可能な上限回線数が異なります。
参加できるシェアグループは 1 回線につき 1 グループとなります。シェアグループは一括請求を跨いで設定できま
す。ただし、同一一括請求グループ内で複数のシェアグループの設定はできません。
※4 契約回線の利用期間に応じて「ずっとドコモ割プラス」が自動適用されます。

※5 シェアグループを作成またはシェアグループに参加する場合は、シェアグループの廃止などによる通信料の高額
請求抑止のため、シェアグループの代表回線・子回線問わず、各回線にベーシックパックが自動契約されます（シ
ェアグループを作成またはシェアグループに参加前にデータ S パック（少容量）、データ M パック（標準）、データ L
パック（大容量）、ウルトラデータＬパック、ウルトラデータＬＬパック(以下総称して「シングルパック」といいます)、ベ
ーシックパックまたはケータイパックのいずれかを契約中の場合は、そのまま引き継がれます。その場合、シング
ルパック、ベーシックパックまたはケータイパックの料金は課金されません。
※6 テザリングのご利用時には、シェアグループ単位で事前のお申込みが必要となります。定額料は 1,100 円(税込)／
月となります。現在はキャンペーンにより定額料無料でご利用いただけます。キャンペーン終了につきましては、
決定次第お知らせいたします。
※7 「ビジネスシェアパック 5」「ビジネスシェアパック 10」「ビジネスシェアパック 15」「ビジネスシェアパック 20」「ビジネス
シェアパック 30」へのプラン変更は不可です。
※8 利用するデータ量に応じて 4 段階の定額料が適用となるパケットパックです。
なお、ご利用月のステップは、当月ご利用分に対する請求額の確定タイミングで最終確定します。

※下記の FOMA 機種をご利用の場合には利用可能データ量を超過後、当月末までパケット通信ができなくなります。
（送受信最大 128kbps 通信となりません。）
■対象機種（利用可能データ量超過後、パケット通信が利用できない）
D2101V

F2611

N2001

N900i

P2102V

SH2101V

D900i

F880iES

N2002

N900iL

P2401

SH900i

F2051

F900i

N2051

N900iS

P2402

T2101V

F2102V

F900iC

N2102V

P2002

P900i

F2402

F900iT

N2701

P2101V

P900iV

（２）対象となる料金プランと通信
対象料金プラン

カケホーダイプラン
カケホーダイライトプラン
シンプルプラン
データプラン
デバイスプラス※1

定額対象となる通信

テザリングを含む
パケット通信・データ通信
※2

定額対象外となる通信

・国際ローミング中のパケット通信 ※3
・ショートメッセージサービス（ＳＭＳ） ・音声通話
・デジタル通信（テレビ電話・64K データ通信）

※1 カケホーダイプラン・カケホーダイライトプラン・シンプルプラン・データプランの契約がある場合のみ契約可能で、単独
での契約は不可となります。
※2 Xi、Xi ユビキタス、FOMA、FOMA ユビキタス契約回線の課金データ量を合算してビジネスシェアパックを適用します。
シェアグループ代表回線の変更があった場合も同様となります。
※3「パケットパック海外オプション」「海外 1day パケ」および「海外パケ・ホーダイ」適用対象国・地域の通信事業者を利用
したパケット通信を行う場合は、それぞれの料金が適用されます。
３．重要事項（必ずご確認ください）
（１）ご利用料金について
●月額料金はシェアグループ代表回線へ課金されます。子回線が行った通信のデータ量は、シェアグループの代表回
線に引き渡され、シェアグループ子回線には課金されません（ご契約回線とグループ全体のデータ量の状況が確認
可能です）。
●シェアグループ子回線のご契約料金プランが「カケホーダイプラン」「カケホーダイライトプラン」「シンプルプラン」「デ
ータプラン」（共に定期契約なしプランを含む）の場合には、シェアオプション定額料 550 円（税込）／月が課金されま
す。

●複数の回線でデータシェアする場合、利用可能データ量はシェアグループ全回線の利用データ量の合計データ量で
判定します。
●パケット通信を実際に利用しない場合でも、ビジネスシェアパックの定額料がかかります。
●ビジネスシェアパック及びシェアオプションの月額料金は、ご利用日数にかかわらず日割りで計算しません。ただし、
新規契約（MNP 含む）と同時にお申込みの場合に限り、お申込み月の定額料は日割りされます。
●ビジネスシェアパックをご契約の場合、2 か月くりこし、ビジネス通話割引内の共有はパケット通信料には適用されま
せん。ただし、国際ローミング中のパケット通信(「パケットパック海外オプション」「海外 1day パケ」｢海外パケ･ホーダ
イ｣対象事業者を利用したパケット通信料は除く)等には適用されます。
●ご利用料金には、通信終了時の料金プラン・ビジネスシェアパックが適用されます（ビジネスシェアパックを当月末で
廃止された場合、当月と翌月を跨る通信はビジネスシェアパックの対象外となります）。
●VoLTE のビデオコールをご利用の場合、映像送受信はビジネスシェアパックの定額対象となります。
（２）適用・廃止時期について
●ビジネスシェアパックのお申込み･変更にあたっては、ご契約状況により以下のとおりとなります。
【ビジネスシェアパックへの変更】
①基本プランご契約者に係るビジネスシェアパックの新規お申込み
「お申込み後からの適用」となります。
②ビジネスシェアパック間の変更
｢翌月からの適用｣となります。
※シェアグループ代表・子回線に係るＦＯＭＡからＸｉへの契約変更
「お申込み後からの適用」となります。
基本プランのＦＯＭＡからＸｉへの契約変更に伴う変更時には、同一金額および同一利用可能データ量のビジネス
シェアパックのみ選択可能です。その場合、二重課金とはならず、通信量、解除料を引き継ぎます。
③「らくらくパック」からのプラン変更
a) 「ウルトラデータパック L」「ウルトラデータパック LL」に変更する場合
｢お申込み後からの適用｣･｢翌月からの適用｣をお選びいただけます。
※「お申込後からの適用」を選択された場合、変更後パケットパックでのご利用分のみ当月のご利用データ量とし
てカウントします。ご契約回線について 1 回に限り、変更後のパケットパックの定額料のみ課金され、らくらくパック
の定額料はかかりません。（2 回目以降の変更時は二重課金となります。）
b)「ビジネスシェアパック 5」「ビジネスシェアパック 10」「ビジネスシェアパック 15」「ビジネスシェアパック 20」「ビジネ
スシェアパック 30」「ビジネスシェアパック 50」「ビジネスシェアパック 70」「ビジネスシェアパック 100」「ビジネスシェ
アパック 150」「ビジネスシェアパック 200」「ビジネスシェアパック 250」「ビジネスシェアパック 300」「ビジネスシェア
パック 400」「ビジネスシェアパック 500」「ビジネスシェアパック 700」「ビジネスシェアパック 1000」「ビジネスシェアパ
ック 1500」「ビジネスシェアパック 2000」「ビジネスシェアパック 3000」「ウルトラビジネスシェアパック 30」「ウルトラビ
ジネスシェアパック 50」又は「ウルトラビジネスシェアパック 100」に変更する場合
「翌月からの適用」となります。
【ビジネスシェアパックからの廃止】
「廃止月末までの適用」となります。
・ビジネスシェアパック廃止月（子回線の廃止を含む）は、「データ S パック（小容量）」「データ M パック（標準）」「デ
ータ L パック（大容量）」「らくらくパック」のいずれかを適用した期間の通信が、ビジネスシェアパック対象となりま
す（名義変更を行った場合でも当月末まで変更前のシェアパックが適用されます）。シェアパック廃止翌月からは
各回線に自動契約されているシングルパック、ベーシックパックまたはケータイパックが適用されます。ただし、廃
止月末までにビジネスシェアパックの変更やデータ定額パックを廃止した場合は対象外です。
（３）利用可能データ量の「パケットくりこし」について
●当月のご利用データ量が、「データ M パック（標準）」「データ L パック（大容量）」「ウルトラデータＬパック」「ウルトラデ
ータＬＬパック」「ウルトラビジネスシェアパック 30」「ウルトラビジネスシェアパック 50」「ウルトラビジネスシェアパック
100」「ビジネスシェアパック 5」「ビジネスシェアパック 10」「ビジネスシェアパック 15」「ビジネスシェアパック 20」「ビジ
ネスシェアパック 30」「ビジネスシェアパック 50」「ビジネスシェアパック 70」「ビジネスシェアパック 100」「ビジネスシェ

アパック 150」「ビジネスシェアパック 200」「ビジネスシェアパック 250」「ビジネスシェアパック 300」「ビジネスシェアパッ
ク 400」「ビジネスシェアパック 500」「ビジネスシェアパック 700」「ビジネスシェアパック 1000」「ビジネスシェアパック
1500」「ビジネスシェアパック 2000」又は「ビジネスシェアパック 3000」の利用可能データ量に到達しなかった場合、そ
の通常速度で利用可能な残データ量は、１GB 単位で翌月末までくりこしできます。その後、1GB 未満の端数につい
ては、くりこし対象外となります（各種 キャンペーン等で適用されるボーナスパケットは「パケットくりこし」の対象外で
す）。
●ご利用データ量は、①ご契約のビジネスシェアパックの利用可能データ量、②ボーナスパケットの利用可能データ量、
③くりこし分の利用可能データ量／前月の追加購入データ量、④当月の追加購入データ量、の順で利用します。
●ビジネスシェアパックのプラン変更、または 2 台目プラスをお申込みまたは廃止いただいた場合、「パケットくりこし」の
対象外となります（月途中にビジネスシェアパックの変更、または 2 台目プラスのお申込みをいただいた場合は、変
更またはお申込みまでが利用期間となります）。
●「パケットくりこし」の対象データ量はビジネスシェアパックグループ内で分けあうことができます。
（４）「スピードモード」について
●予め追加データ量「スピードモード」を設定しておくことで、利用可能データ量を超過した場合に自動でデータ量が追
加され、通信速度が低下することなく利用が可能です。
●予め追加するデータ量は、１GB ごとに最大 10GB まで、または無制限で設定が可能です。
●予め追加するデータ量は変更することが可能です。変更した場合、翌月から適用されます。
●「スピードモード」は実際に利用したデータ量のみ、1GB あたり 1,100 円(税込)で課金されます。
●追加データ量超過後は、自動的に当月末までの通信速度が送受信時最大 128kbps となります。
●Ｘｉサービスを全く利用できない状態を当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したとき、その
日数に対応する「スピードモード」の月額料金は支払いを要しません。
（５）「1GB 追加オプション」について
●利用可能データ量を超過し通信速度が低下した場合、1GB あたり税抜 1,100 円(税込)ごとにお申込みが可能です。
●お申込み日から加算したデータ量の利用が可能です。
●「1GB 追加オプション」はシェアグループ代表回線契約者からのみお申込みいただけます。ただし、「1GB 追加みんな
で申込オプション」をご契約中のシェアグループは子回線からの「1GB 追加オプション」のお申込みが可能です。
お申込みいただいた時点で、データ量が追加されます。
●「1GB 追加オプション」のお申込みに伴う追加課金は代表回線契約者への課金となります。「1GB 追加みんなで申込
オプション」をご契約の場合における子回線からのお申込分についても同様です。（シェアパック分割請求オプション
をお申込みの場合は、分割対象回線でそれぞれ負担します。）
●「1GB 追加みんなで申込オプション」は、シェアグループ代表回線契約者からのお申込みが必要です。
●「1GB 追加みんなで申込オプション」は、シェアグループ単位でのお申込みとなり、回線単位での申込み許可設定は
できません。
●「1GB 追加みんなで申込オプション」を契約中のシェアグループへ新たに子回線を追加した場合、その子回線も「1GB
追加オプション」のお申込みが可能となります。
●シェアグループの代表回線・子回線変更を実施する場合、「1GB 追加みんなで申込オプション」は廃止されます。
●子回線契約者からの 1GB 追加オプション申込分についても、シェアグループ全体の利用可能データ量となります。
●Ｘｉサービスを全く利用できない状態を当社が認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したとき、その
日数に対応する「1GB 追加オプション」の月額料金は支払いを要しません。
（６）「シェアパック分割請求オプション」について
●シェアグループ代表回線から、データ通信料をシェアグループ配下回線に均等に分割して請求する「シェアパック分
割請求オプション」をお申込みいただけます。
（７）「データ量上限設定オプション」について
●シェアグループ代表回線または子回線が当月に利用できるデータ量を最大 10GB まで１GB ごとに設定することがで
きます。

（８）その他注意事項について
●お申込みの際にシェアグループの代表回線を指定していただきます。
以下の場合はお申込みいただけません。
・上限回線数を超える場合
・他のシェアグループに所属している場合
・一括請求グループが同一シェアグループに属していない場合
・シェアグループ内の回線が同一名義でない場合
・契約者以外の方が利用する場合
・当社の業務遂行上の支障がある場合
●法人名義の場合、同一一括請求グループ内で複数のシェアグループの設定はできません。
●シェアグループ代表回線が次のいずれかに該当する場合は、「ビジネスシェアパック」を廃止します。
・ご契約回線の解約
・名義変更
・電話番号保管
●ネットワークの混雑状況によって、通信が遅くなる、または接続しづらくなることがあります。また、当日を含む直近 3
日間のデータ利用量が特に多いお客さま（FOMA：約 300 万パケット以上）は、それ以外のお客様と比べて通信が遅
くなることがあります。（Xi 契約で FOMA 端末をご利用された通信も対象となります。） なお、一定時間内または 1 接
続で大量のデータ通信があった場合、長時間接続した場合、一定時間内に連続で接続した場合は、その通信が中
断されることがあります。
●スピードモード／1GB 追加オプションで追加購入されたデータ量の利用期間は購入月の翌月末までとなります。ただ
し、ビジネスシェアパックのプランの変更、または 2 台目プラスを翌月予約でお申込みいただいた場合、購入月の月
末までが利用期間となります（月途中にビジネスシェアパックのプランの変更、または 2 台目プラスをお申込みまたは
廃止をいただいた場合は、変更またはお申込みまでが利用期間となります）。
●ドコモメール／sp モード電子メール、i モード電子メールは 1 日あたり送信できる通数を 1,000 通未満としています。
●スマートフォンご利用の場合は、sp モード 330 円(税込)、mopera U(U スタンダードプラン)550 円(税込）、フィーチャー
フォンをご利用の場合は i モード 330 円（税込)などのインターネット接続サービスの契約が必要です。
●「ビジネスシェアパック」のお申込み後、割引対象となる回線を契約者の従業員など以外の者に使用させるなど、当
社が定める事項に違反していると当社が認めた場合、ビジネスシェアパックの適用を廃止することがあります。
●名義変更をお申込みされる場合、ビジネスシェアパックは引き継がれます。この場合、名義変更当月の定額料は１か
月分となります。
●「ビジネスベーシックシェアパック」の場合、ボーナスパケットや「1GB 追加オプション」「スピードモード」（前月の未利
用分含む）は、ステップ 4 の利用可能データ量超過後に適用となります。
●当社は、「ビジネスシェアパック」の一部又は全部を廃止することができるものとし、この場合、本サービスサイト上に
掲載する方法により、「ビジネスシェアパック」のご契約者に対してその旨を周知するものとします。なお、「ビジネスシ
ェアパック」の全部が廃止された場合は、当該時点をもって「ビジネスシェアパック」のご契約は自動的に終了するも
のとします。
●当社は、前項の規定により「ビジネスシェアパック」の全部を廃止するときは、廃止の期日等を「ビジネスシェアパック」
のご契約者へ通知します。また、「ビジネスシェアパック」の一部又は全部を廃止したことにより「ビジネスシェアパック」
のご契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。

□本提供条件書について
●当社は、本提供条件書の記載事項を変更する場合があります。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は、個別に通知する方法または当社のホームページに掲示する方法に
より説明します。
●最新の提供条件書、および各契約約款、利用規約、ご利用規則は、当社のホームページに掲載しますので、ご確
認ください。
≪株式会社 NTT ドコモ ホームページ≫ https://www.nttdocomo.co.jp/
■更新履歴
2014 年 5 月 15 日 作成
2014 年 6 月 10 日 適用・廃止時期についてビジネスシェアパックからの変更を追加掲載
2014 年 7 月 18 日 FOMA の一部機種で利用可能データ量超過後パケット通信ができなくなる点を追記
2014 年 9 月 19 日 「データ L パック」について追記
2014 年 10 月 1 日 「パケットくりこし」「追加購入データの利用可能期間延長」について追記
2014 年 12 月 22 日 直近 3 日間の利用データ量に応じた通信制限について記載を変更
2015 年 3 月 18 日 高額請求抑止のため自動契約するパケットパックを「データ M パック（標準）」へ変更
2015 年 8 月 19 日 「1GB 追加みんなで申込オプション」の提供開始に伴う追記
2015 年 9 月 25 日 「カケホーダイライトプラン」提供開始に伴う修正
2016 年 3 月 1 日 「ビジネスシェアパック 5」について追記
2016 年 9 月 14 日 「ウルトラパック」の提供開始に伴う修正
2016 年 10 月 20 日 「ケータイパック」の提供開始に伴う修正
2017 年 5 月 24 日 「シンプルプラン」「ウルトラビジネスシェアパック 30」の提供開始に伴う修正
2017 年 7 月 31 日 テザリングについての注釈を修正
2018 年 5 月 25 日 「ビジネスベーシックシェアパック」の提供開始に伴う修正
2019 年 5 月 22 日 「パケットパック」の新規受付終了について追記
2019 年 6 月 1 日 同上
2020 年 3 月 25 日 民法改正に伴う改版
2021 年 2 月 8 日 総額表示義務に従い税込み表示に修正

提供条件書「ビジネスシェアパック」（2021 年 2 月 8 日版）

