
 
 

 
記載の料金額は税抜価格です 

スマ放題 『法人タブレットプラン』 提供条件書 

サービス提供者：ソフトバンク株式会社 

（本プランは、2019年9月12日をもちまして、新規受付を終了致しました。） 

（2020年1月15日以降、スマ放題 『法人タブレットプラン』の「スマ放題専用2年契約」の加入または解除はできません。） 

（2022年1月31日をもちまして、スマ放題専用2年契約の「契約解除料」は廃止いたしました。） 

 

スマ放題 『法人タブレットプラン』 のお申込みにあたり、以下の内容にてご提供致しますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。 

 

■ 「スマ放題 『法人タブレットプラン』」について 

「スマ放題 『法人タブレットプラン』」（以下、「本プラン」といいます。）とは、対象機種を利用して、専用のアクセスポイント（以下、「本プラン専用 APN」といいます。※1）を経由したパ

ケット通信を定額で利用できる料金プランです。また、SMS、S!メール（MMS）の利用※5、6、9も可能です（一部定額対象外となります）。 
 
※1 APNとは、ACCESS POINT NAMEの略で、パケット通信の接続先（プロバイダやLANなど）を識別する時に使用されます。 

 

■ 「スマ放題 『法人タブレットプラン』」適用条件 

本プランのお申込みがあったときは、以下の条件を全て満たす場合に限り、これを承諾します。 

1． 契約名義が法人名義であること 

2． 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（レンタル・再販等）に該当しないこと、または他人の通信を媒介すると当社が認める場合に該当しないこと 

 

■ 対象機種について 

   本プランは以下の対象機種（以下、「対象機種」といいます。）専用の料金プランとなります。 

    ・Windows®タブレット 「ThinkPad 10 for SoftBank」 「Surface 3（4G LTE）法人向けモデル（Windows®8.1 Proモデル／Windows®10 Proモデル）」 

    ・AndroidTMタブレット 「MediaPad 10 Link+ 402HW」 

 

本プランの内容 
 

法人タブレット基本料 パケット通信料※4 

SMS送信料※5 

SMS受信料※6 
S!メール（MMS） 

送信・読出料※4、10 ソフトバンク 
携帯電話宛※7 

左記以外 

法人タブレット基本料 3,200円／月 

0.075円/パケット 

無料※8 3円/通※9 

無料 

0.075円/パケット  スマ放題専用2年契約加入時 1,700円／月 

ウェブ使用料（法人タブレット AT）※2 

300円／月 
ウェブ使用料（法人タブレット WT）※3 ご利用いただけません 

ご利用 

いただけません 
 
※2 対象機種の内、AndroidTMタブレットに対応したウェブ使用料です。 

※3 対象機種の内、Windows®タブレットに対応したウェブ使用料です。 

※4 本プラン専用データ定額サービスへご加入の場合、本プラン専用APNへの国内パケット通信および国内の S!メール（MMS）送信・読出※9に関する通信が定額となります。 

※5 SMSの送信は対応機種のご利用と SMSサービス（送信）に対応したウェブ使用料をお申込みいただくことが必要となります。 

※6 SMSの受信は対応機種でのみご利用いただけます。SMS受信非対応機種に SMSを送信した場合、受信はできませんが送信者には通信料がかかります。 

※7 ディズニー・モバイル・オン・ソフトバンク携帯電話宛を含みます。 

※8 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サービス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。）に係る携帯電話宛の場合は、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／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移転していた場合、他社の携帯電話宛の通信料が適用されますの

で、ご注意下さい。  

※9 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。ワイモバイルで提供する携帯電話サービ

ス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に限ります。）に係る携帯電話宛ての場合は、最大 670 文字（半角英数

字のみの場合1530文字）まで送信可能となり、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。上記SMS以外の場合は、1通信で最大70文字（半角英数字のみの場合160文字）まで送信可能です。  

※10 S!メール（MMS）送信・読出は対応機種のご利用と S!メール（MMS）サービスに対応したウェブ使用料をお申込みいただくことが必要となります。S!メール（MMS）送信・読出非対応機種または S!メー 

    ル（MMS）サービス非対応のウェブ使用料契約回線に S!メール（MMS）を送信した場合、受信はできませんが送信者には通信料がかかります。 
 

[SMS送信・受信対応機種] AndroidTMタブレット 「MediaPad 10 Link+ 402HW」 

[S!メール（MMS）送信・読出対応機種]  AndroidTMタブレット 「MediaPad 10 Link+ 402HW」 

 

・本プランにご加入の場合は、ウェブ使用料ならびに本プラン専用データ定額サービスへのご加入が必須です。 

・本プランの法人タブレット基本料・定額料・ウェブ使用料・通信料などはソフトバンクポイントプログラムのポイント加算対象外となります。 

・音声通話・ウェブ・TVコール・64Kデジタルデータ通信はご利用いただけません。 

・上記法人タブレット基本料、通信料などとは別にユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料等がかかります。 

 

◆本プランは、以下のサービスと併用できます。 

【併用可能オプションサービス】（別途お申込みが必要です） 

[Windows®タブレットの場合] 

  テザリングオプション（WT）※11,12／通話料明細書／請求書郵送／一定額ストップサービス／世界対応ケータイ／ケータイなんでもサポート／ 

Wi-Fiアクセス for ビジネス※13 
 

[AndroidTMタブレットの場合] 

  テザリングオプション※11／通話料明細書／請求書郵送／一定額ストップサービス／世界対応ケータイ／ソフトバンクWi-Fiスポット／位置ナビ／ウェブ安心サービス／ 

ケータイなんでもサポート 



 
 

 
記載の料金額は税抜価格です 

※11 ご加入のデータ定額サービスによって月額使用料が異なります（データ定額 20GB/30GB/50GB、法人データシェアギガパック（50）/（100）：500円/月額（ただし、データ定額 20GB/30GB、 

法人データシェアギガパック（50）/（100）にご加入の場合は、2018年5月末までキャンペーンとして無料となります。また、データ定額 50GBにご加入の場合で2017年10月31日までにテザリ 

ングオプションにご加入の場合は、初回のみ申込み当月請求月から翌請求月末まで月額使用料は無料となります。） その他データ定額サービス：無料/月額）。 

※12 「Surface 3（4G LTE）法人向けモデル（Windows®8.1 Proモデル／Windows®10 Proモデル）」においては、テザリングオプション（WT）にご加入いただくことなく、テザリングサービスをご利用いただけます。 

※13 対応機種でのみご利用いただけます。また、専用接続ユーティリティのダウンロードおよび対応機種へ当該専用接続ユーティリティのインストールが必要です。 
 

※ 各オプションサービスの詳細につきましては、「カタログ（料金プラン＆割引サービス）」および「カタログ（機種ラインアップ＆サービス）」または当社ホームページ（http://www.softbank.jp/）をご覧下さい。 

 

■ 本プラン専用データ定額サービスについて 

本プランは以下の本プラン専用データ定額サービスの料金とご利用範囲において、本プラン専用APNへの国内パケット通信および国内の S!メール（MMS）送信・読出※9に関する

通信を定額でお使いいただけます。 

名称 データ定額サービス定額料/月※14 データ通信利用量（定額の上限）※15、16 

データ定額ミニ 1GB（法人タブレット） 2,900円 1GB 

データ定額ミニ 2GB（法人タブレット） 3,500円 2GB 

データ定額 5GB（法人タブレット） 5,000円 5GB 

データ定額 20GB（法人タブレット） 6,000円 20GB 

データ定額 50GB（法人タブレット） 7,000円 50GB 
 

※14 月途中にご加入の場合(ご請求締日が 10日の場合は 2016年8月11日以降、20日の場合は 2016年8月21日以降、末日の場合は 2016年9月1日以降に新規ご加入のお手続きをされた場合 

に限ります。)、日割り計算を行います。月途中に解約の場合（ご加入月に解約の場合を除きます。）は、日割り計算は行いません。 

※15 定額の上限を超えた場合、当該請求月末まで通信速度を 128kbpsに低速化致します。また、1,000円／1GBをお支払いいただくことで通常速度へ戻すことが可能です。詳細は本提供条件書の「本プラン

専用データ定額サービス 追加データ料金について」をご確認下さい。 

※16 所定の条件超過時には速度制限が行われることがあります。詳細は当社ホームページをご参照下さい。 

 

・SMSの送受信、海外でのご利用分（SMS、S!メール（MMS）を含みます）、国際SMS、国際S!メール（MMS）、本プラン専用APN以外のパケット通信は定額対象外となります。 

・海外でのご利用については、パケット通信料2円/1KB（LTEによるパケット通信の場合は 4円/1KB）、SMS・S!メール（MMS）・国際SMS・国際S!メール（MMS）の各料金は別途当社

が定める 3G 通信サービス契約約款、4G 通信サービス契約約款の通り適用します。詳しくは当社 3G 通信サービス契約約款、4G 通信サービス契約約款をご確認下さい。なお、

海外におけるパケット通信のご利用については、当社指定の定額対象国または地域でご利用の場合に限り、「海外パケットし放題」の対象となります。海外でのご利用時にパケット

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」の定額対象国または地域をご確認の上ご利用下さい。 

※ 海外におけるご利用であっても、SMS（国際SMSを含みます。）、S!メール（MMS）のご利用には対応機種のご利用と各サービスに対応したウェブ使用料のお申込みが必要です。海外における SMS、 

国際SMSのご利用分は「海外パケットし放題」の対象外です。 

 

・本プランにて本プラン専用データ定額サービスにご加入の場合、同一ご請求グループ内の代表回線について「法人データシェア専用パック」に新たにご加入いただきますと、同

一ご請求グループ内でデータ量シェアを行える「法人データシェア」の適用が可能となります。詳細は「法人データシェア専用パック」の「提供条件等重要事項説明書」および「スマ

放題 『法人データシェア』 提供条件書」等をご確認下さい。 

・本プランにて本プラン専用データ定額サービスにご加入の場合、「データくりこし」の適用が可能です。「データくりこし」は本プラン専用データ定額サービスの内「データ定額 5GB

（法人タブレット）」以上（「法人データシェア専用パック」の場合は「法人データシェア専用パック（10）」以上）にご加入の場合に限り適用されます。なお、「データくりこし」は「データ

シェアプラス」または「法人データシェア」にご加入の場合、親回線または代表回線のデータ量のみがくりこしの対象です。「データくりこし」の詳細は「提供条件等重要事項説明書」

および「スマ放題 『データ定額サービス』 提供条件書」記載の「データくりこし」該当欄等をご確認下さい。 

・「データシェアプラス」にご加入の場合、本プランにご加入の回線は子回線としての適用となります。「データシェアプラス」は「法人データシェア」との併用はできません。「データシ

ェアプラス」の詳細は「提供条件等重要事項説明書」または「スマ放題 『データシェアプラス』 提供条件書」等をご確認下さい。 

・本プランでは「家族データシェア」ならびに「家族おトク割」へのご加入はできません。 

 

■ 本プラン専用データ定額サービス 追加データ料金について 

毎月のご利用データ量が本プラン専用の各データ定額サービスのデータ量上限を超えた場合（「法人データシェア専用パック」にご加入の場合、同一ご請求グループ内の毎月の

ご利用データ量がご加入の代表回線のデータ量上限を超えた場合）に、通信速度は送受信時最大128Kbpsに低速化されますが、「追加データ料金」をお申込みいただくことで、通

常速度に戻すことができます。なお、「追加データ料金」のお申込みにより追加いただいたデータ量はデータ購入日が属する請求月（以下、「購入請求月」といいます。）の翌請求月

末までご利用になれます。ただし、購入請求月に、本プランから「法人データシェア」または「データシェアプラス」に変更された場合、当該追加データ量のご利用は、購入請求月末

までとなります。 

名称 料金額 

追加データ料金 1,000円／GB 

※ キャンペーン中は条件が異なります。詳細は当社ホームページまたは「追加データキャンペーン提供条件書」をご確認下さい。 

 

・以下のいずれかからモードを選択いただけます（初期値は制限モードとなります）。 

モード名称 説明 

制限モード データ量超過後に速度制限され、「追加データ料金」については都度お申込みが必要です。 

快適モード データ量超過後に速度制限されず、自動的に「追加データ料金」が購入されます。 

 

・「快適モード」にお申込みでない限り、上限を超えた時点から請求月末まで通信速度を送受信時最大 128Kbps に低速化致します（「法人データシェア専用パック」にご加入の場

合、代表回線が「快適モード」にお申込みでない限り、上限を超えた時点から請求月末まで同一ご請求グループ内の全回線の通信速度を送受信時最大128Kbpsに低速化致しま

す）。 

・「快適モード」の場合、自動的に追加データ料金を購入する上限回数の設定(無制限または 1回～99回／月)が可能です。この場合、設定した上限回数に到達後は、「追加 

データ料金」は都度お申込みが必要です。 

・通常速度に戻すお申込みおよび再設定には、法人コンシェルサイトにてお申込みが必要です（「法人データシェア専用パック」にご加入の場合は、代表回線でのお申込みが必

要です）。 

 

■ スマ放題専用2年契約（お申込み：必要 定額料：不要） 

・「スマ放題専用2年契約」とは、同一回線の 2年単位での継続利用を条件に、本プランの法人タブレット基本料を 1,700円／月でご利用いただける契約です。 
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・「スマ放題専用 2年契約」は、適用開始日から翌請求月末を 1 ヶ月目として、請求月単位で 24ヶ月目の末日に契約期間が満了となります。この場合、お客さまから解除の申し出

がない限り、本プランは契約期間の満了日の翌請求月から 2 年間 （24 ヶ月間）の自動更新となります（以降も同様に続きます）。なお、請求締日の変更等により、契約期間が 24

ヶ月に満たない場合があります。 

・他の複数年単位での継続利用を契約いただくサービスからスマ放題専用2年契約へご加入される場合、または、スマ放題専用 2年契約から他の複数年単位での継続利用を契

約いただくサービスへご加入される場合、それぞれの変更前サービスの契約期間は引き継ぎを行いません。 

・本プラン適用中の「スマ放題専用2年契約」を個人に譲渡することはできません。個人に譲渡した場合は、「スマ放題専用2年契約」は自動的に解除となります。 

 

■ 本プラン専用APNについて 

   ・「本プラン専用 APN」とは、本プランで利用するアクセスポイント（接続先）で、本プランでのパケット通信が定額対象となる専用の APN となります。ただし、海外でのパケット通信

は本プラン専用 APN に接続した場合でも定額対象外となります。「本プラン専用 APN」の設定情報は、Windows®タブレット 「Surface 3（4G LTE）法人向けモデル（Windows®8.1 

Proモデル／Windows®10 Proモデル）」を除き、予め対象機種または対象機種専用のアプリケーションに設定されています。（Windows®タブレット 「Surface 3（4G LTE）法人向け

モデル（Windows®8.1 Proモデル／Windows®10 Proモデル）」は別途設定が必要です。詳細は当該機種の初期設定マニュアル（「Surface 3（4G LTE）法人モデルをご購入のお客

さまへ」）をご確認下さい。 

・「本プラン専用APN」は対象機種以外からの接続はできません。 

・本プランでは、接続先が「本プラン専用APN」に限定されます。国内・海外でのご利用を問わず、「本プラン専用APN」以外のAPNには原則接続できません。 

・本プランの通信料は、「本プラン専用APN」に接続された国内のパケット通信のみ定額対象となります。海外でのご利用分および国内における「本プラン専用APN」以外に 

接続されたパケット通信は定額対象外となり、パケット通信料が高額となる場合があります（ただし、海外におけるパケット通信のご利用については、当社指定の定額対象国 

または地域でご利用の場合に限り、「海外パケットし放題」の対象となります。）。ご利用の際は、対象機種の設定情報を十分にご確認の上、通信料を確認しながらご利用下 

さい。特に、本プランを登録した SIMカードを対象機種以外に挿入してご利用の場合、APNの設定が異なるため、本プランによる定額対象外となり、パケット通信料が高額 

となる場合がありますのでご注意下さい。 

 

■ 料金プラン変更/機種変更/契約変更について 

本プランの料金プランを変更することはできません（別途当社が指定する料金プラン間の変更を除きます）。また、本プランまたは別途当社が指定するプラン以外の料金プラン適

用中の回線・端末間の機種変更・契約変更はできません。なお、AndroidTMタブレットまたは Windows®タブレット「Surface 3（4G LTE）法人向けモデル（Windows®8.1 Pro モデル／

Windows®10 Proモデル）」からWindows®タブレット「ThinkPad 10 for SoftBank」への機種変更では、SIMカードの変更と共にご契約の電話番号が変更となります。 

 

■ その他 

・ソフトバンク通信サービスの新規ご契約と同時に本プランにご加入いただく場合、本プランは加入日から適用となり法人タブレット基本料は日割り計算となります。また、本プラン

専用データ定額サービスは、ご請求締日が 10日の場合は2016年8月11日以降、20日の場合は2016年8月21日以降、末日の場合は 2016年9月1日以降に新規ご契約と

同時に本プランへご加入いただく場合に限り、日割り計算を行います。また、ソフトバンク通信サービスを解約される場合は、解約日までの適用となりますが、法人タブレット基本

料および本プラン専用データ定額サービスの日割り計算は行いません。ただし、加入月にソフトバンク通信サービスを解約される場合、法人タブレット基本料および本プラン専

用データ定額サービスは日割り計算を行います。 

・月途中に本プランにご加入の場合、ウェブ使用料は日割り計算を行いますが、月途中の解約の場合（加入月の解約を除きます）には日割り計算を行いません。 

・一部ほかのキャンペーン、プログラム、割引との併用ができない場合があります。キャンペーンの内容および期間は予告なく変更する場合があります。 

・本プランへのお申込みと同時にソフトバンク通信サービスを新規にご契約いただく場合、別途契約事務手数料（3,000 円）がかかります。また、対象機種を変更された場合、別途

機種変更手数料（3,000円）がかかります。 

・携帯電話番号ポータビリティ（MNP）は、他の携帯電話事業者からの転入/他の携帯電話事業者への転出ともにお申込みいただくことはできません。 

・Windows®タブレットにて本プランをご契約の場合、契約回線番号（電話番号）の変更はできません。 

・本プランの通信料（SMS送受信料、S!メール（MMS）送信・読出を含みます）は、国際サービスご利用時は異なりますのでご注意下さい。 

・対象機種によってご利用いただけるサービスが異なります。詳しくは当社の各対象機種紹介サイトをご確認下さい。 

・本プランおよび本プラン専用データ定額サービスにご加入の場合でテザリングオプションにご加入の場合、ご加入のデータ定額サービスによって月額使用料が異なります。 

「データ定額 20GB（法人タブレット）」「「データ定額 30GB（法人タブレット）」もしくは「データ定額 50GB（法人タブレット）」または「法人データシェアギガパック（50）」もしくは 

「法人データシェアギガパック（100）」にご加入の場合は、月額使用料500円（ただし、「データ定額 20GB（法人タブレット）」もしくは「データ定額 30GB（法人タブレット）」また 

は「法人データシェアギガパック（50）」もしくは「法人データシェアギガパック（100）」にご加入の場合は、2018年3月末までキャンペーンとして無料となります。また、「データ 

定額 50GB（法人タブレット）」にご加入の場合で 2017年10月31日までにテザリングオプションにご加入の場合は、初回のみ申込み当月請求月から翌請求月末まで月額使 

用料は無料となります。）、その他データ定額サービスにご加入の場合、当該テザリングオプションの月額使用料（月額使用料500円）は無料となります。なお、テザリングオ 

プションへのご加入には別途お申込みが必要です。 

・Windows®タブレット 「Surface 3（4G LTE）法人向けモデル（Windows®8.1 Proモデル／Windows®10 Proモデル）」 においては、別途お申込みが必要となるテザリングオプショ 

ンにご加入いただくことなく、テザリングサービスをご利用いただけます。お客さまがテザリングオプションにご加入の場合、お客さまの契約状況に従い、月額使用料が発生す 

る場合がありますので、テザリングオプションにご加入されないこと、または既にご加入のお客さまはテザリングオプションをご解約（解除）されることをおすすめします。万が一、 

テザリングオプションにご加入の場合は、発生した月額使用料をお支払いただだくこととなりますのでご注意下さい。 

・対象機種では、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（以下、「自動通信」といいます。）で行います。データを自動で同期することで常に最新の 

データを確認したりできるなど、より便利にご利用いただくことができます。なお、対象機種の内、Windows®タブレットでは、当社通信サービスに自動的に接続する「自動接続」 

機能および一部機種では海外にてご利用の際に自動的に国際ローミングを行う「自動ローミング」機能（以下、両機能を合わせて「自動接続機能」といいます。）が自動的に 

有効となる旨設定されています。ご利用の状況によっては自動接続機能により高額の通信料が発生する場合がありますのでご注意下さい。自動通信または自動接続機能の 

停止は対象端末の機能設定にて行うことが可能です。各対象機種のマニュアル等をご確認下さい。 

・本プランでは、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ごとにトラ 

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ついて通信速度の制限を行う場合があります。詳細は以下をご確認下さい。 

URL: http://mb.softbank.jp/biz/information/details/130612.html 

その他、一定時間以上継続して電気通信設備を占有するご利用においては、事前に通知することなく切断または制御を行います。 

・本プランの適用条件を満たさなくなった場合、本プランの適用を廃止致します。 

・本プラン適用中のソフトバンク通信サービス契約を個人に譲渡または承継することはできません。 

･本提供条件書記載以外の内容については、「SERVICE&PLAN GUIDE（提供条件等重要事項説明書）」および 3G通信サービス契約約款、4G通信サービス契約約款・提供 

条件書の通り適用致します。 

 

■ 本提供条件書について 

当社ホームページへの掲載、文字メッセージ（契約者回線、または当社電気通信設備から送信された数字、記号、およびその他文字等によるメッセージをいいます）の配信または

当社が適当であると判断する方法にて変更・廃止の内容を告知することによって、当社は本提供条件書の記載内容を変更できるものとさせていただきます。 

http://mb.softbank.jp/biz/information/details/130612.html


 
 

 
記載の料金額は税抜価格です 

この場合、料金その他の提供条件につきましては、変更後の条件が適用されるものとします。 

 

 

以上 

 

 

 

 

作成日：2014年9月16日 

更新日：2014年10月1日 

更新日：2014年11月1日 

更新日：2014年12月5日 

更新日：2015年3月16日 

更新日：2015年6月19日 

更新日：2015年7月3日 

更新日：2015年8月13日 

更新日：2015年9月1日 

更新日：2015年9月17日 

更新日：2015年10月20日 

更新日：2015年10月31日 

更新日：2015年11月20日 

更新日：2016年3月7日 

更新日：2016年4月1日 

更新日：2016年5月16日 

更新日：2016年8月17日 

更新日：2016年9月13日 

更新日：2017年3月1日 

更新日：2017年5月12日 

更新日：2017年8月1日 

更新日：2017年9月22日 

更新日：2018年4月11日 

更新日：2018年6月18日 

更新日：2019年3月1日 

更新日：2019年9月20日 

更新日：2020年1月15日 

更新日：2022年2月1日 

更新日：2023年3月15日 


