ゼロレーティングサービスの提供状況
社名

月額料金
(円(税抜))

サービス名

対象プランの
基本料金
ソフトバンク

NTTコミュニケーションズ
(OCNモバイルONE)

ケイ・オプティコム
(mineo)

ビッグローブ
(BIGLOBEモバイル)

ジュピターテレコム
(J:COM MOBILE)

LINEモバイル
(LINEモバイル)

確認するデータ項目等
（Web上での利用者向け説明）

対象サービスか否か及び
対象サービス毎のパケット量

○

○
（開示予定）

必要最低限のデータ（IPアドレス、ポート番号、
パケット内容のうちのヘッダの一部（テキスト、
動画、画像などのデータを含まない部分））

○

×

IPアドレス

○

＜mineoスイッチ
OFF時＞
×
＜mineoスイッチ
ON時、契約容量
枯渇時＞
〇

7480~
(50GB)

YouTube、AbemaTV、TVer、GYAO!、
hulu、LINE、Twitter、Instagram、Facebook、
Tik Tok

○

カウントフリー
（全てのプラン）

900~
(110MB/日~30GB)

050plus、マイポケット、
OCNモバイルONEアプリ、申し込みサイト

○

900~
(110MB/日~30GB)

Amazon Music、AWA、dヒッツ、
Google Play Music、LINE MUSIC、Spotify、
ひかりＴＶミュージック、レコチョクBest

＜mineoスイッチOFF時＞
LaLa Call、マイページ、サポートページ等
＜mineoスイッチON時、契約容量枯渇時＞
全ての通信

700~
(500MB~30GB)

（全てのプラン）

エンタメフリー・オプション
(オプション)

音声通話SIM：
1600~
(3GB~30GB)
データSIM：
900~
(3GB~30GB)

480

980

○

○
（LaLaCallのみ）

YouTube、YouTube Music、
Google Play Music、Apple Music、
AbemaTV、Spotify、AWA、radiko.jp、
Amazon Music、U-NEXT、YouTube Kids

△

必要最低限のデータ（IPアドレス、ポート番号、
パケット内容のうちヘッダの一部
[テキスト、動画、画像等の
データ内容を含まない部分]）

○

×

（ユーザーのIPアドレスや、動画・静止画等の
パケット内容を確認しない提供方式であるため、
WEB上で別段の記載はしていない。）

○

×

○

×

J:COM MOBILE Aプラン
スマホセット/タブレットセット

980~
(0.5GB~10GB)

J:COMオンデマンド、
J:COMミュージック、J:COMブックス

○

LINEフリープラン

500
(1GB)

LINE

○

コミュニケーションフリープラン

1110~
(3GB~10GB)

LINE、Twitter、Facebook、Instagram

○

MUSIC+プラン

1810~
(3GB~10GB)

LINE、Twitter、Facebook、
Instagram、LINE MUSIC

○

※1 下線の対象アプリ・サイトは自社・グループ会社提供
(出典) 各社ホームページを基に総務省作成

※2 ○：公式アプリ等限定 △：公式アプリ等推奨

通信の最適化や
帯域制御に
対象パケット量
関する周知の の開示の有無
有無 ※3

公式アプリ等
限定の有無
※2

追加料金

0

参考資料６－１

対象アプリ、対象サイト ※1

データ定額 50GBプラス
（ウルトラギガモンスター＋）

MUSICカウントフリー
(オプション)

平成31年1月時点

必要最低限のデータ（IPアドレス、ポート番号、
パケット内容のうちヘッダの一部
（テキスト、動画、画像等の
データ内容を含まない部分））

※3 ゼロレーティングサービスに限らず、全ての通信サービスに周知を行っている場合も含む。

ゼロレーティングサービスの提供状況
月額料金
(円(税抜))

社名

サービス名

DMM.com
(DMM mobile)

SNSフリー
(オプション)

850~
(3GB~20GB)

ドリーム・トレイン
・インターネット
(DTI SIM)

DTI見放題SIM

2430
(7GB)

20's SIM ※4

LINE、Twitter、Facebook、
Facebook Messenger、Instagram

250

○

○

通信先
（IPアドレス、ポート、
HTTPヘッダ、TLSヘッダ）

○

×

通信内容の一部
（IPアドレス、ポート番号、
パケット内容のうちヘッダの一部
（テキスト、動画、画像などの
データ内容を含まない部分））

○

○

○
○

500

Twitter、Facebook、Instagram、AbemaTV、AWA、enza、OPENREC.tv
グランブルーファンタジースカイコンパス、GameWith、サイコミ、
読書のお時間です、ファミ通app、ファミ通.com、FRESHLIVE、Mirrativ、
アークザラッドR、アイドルマスターSideM、
アイドルマスターSideM LIVE ON ST@GE！、
アイドルマスター シャイニーカラーズ、
アイドルマスター シンデレラガールズ、
アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ、
アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ、
茜さすセカイでキミと詠う、あんさんぶるスターズ！、一血卍傑-ONLINE-、
ウチの姫さまがいちばんカワイイ、エレメンタルストーリー、
オルタナティブガールズ2、オルタンシアサーガ、ガールフレンド（仮）、
怪盗ロワイヤル、神式一閃 カムライトライブ、グランブルーファンタジー、
グリモア～私立グリモワール魔法学園～、
剣と魔法のログレス いにしえの女神、三国ブレイズ、
実況パワフルサッカー、Shadowverse、ジョーカー ～ギャングロード～、
スペースデブリーズ、セブンズストーリー、戦国炎舞 -KIZNA-、
戦国ロワイヤル、戦闘摂理解析システム ＃コンパス、
千年戦争アイギス A、テイルズ オブ ザ レイズ ミラージュ プリズン、
刀剣乱舞-ONLINE- Pocket、ドラガリアロスト、農園ホッコリーナ、
バンドリ！ガールズバンドパーティ！、
FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS、ファンタジーライフ オンライン、
プリンセスコネクト！Re:Dive、ぼくとドラゴン、ポコロンダンジョンズ、
マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝、みんゴル、
夢王国と眠れる１００人の王子様、妖怪ウォッチ ぷにぷに、
妖怪ウォッチワールド、リネージュ2 レボリューション、
AppStore、GooglePlay

※2 ○：公式アプリ等限定 △：公式アプリ等推奨

△

通信の最適化や
帯域制御に 対象パケット量の
関する周知の
開示の有無
有無 ※3

必要最低限のデータ
（IPアドレス、ポート番号、
パケット内容一部）

△

YouTube、Twitter、マイナビサイト

2880
(7GB)

500~
カウントフリーオプション
LogicLinks(LinksMate)
(オプション)
(1GB~30GB)

※1 下線の対象アプリ・サイトは自社・グループ会社提供
(出典) 各社ホームページを基に総務省作成

対象アプリ、対象サイト ※1

対象プランの
追加料金
基本料金

公式アプリ等
確認するデータ項目等
限定の有無
（Web上での利用者向け説明）
※2

※3 ゼロレーティングサービスに限らず、全ての通信サービスに周知を行っている場合も含む。

※4 画面割れ修理・公衆Wi-Fiサービス付き

