ソフトバンク株式会社

Microsoft 社製 「Surface 3（4G LTE）法人向けモデル」 製品のレンタル提供に関する重要事項説明書
Microsoft 社製「Surface 3（4G LTE）法人向けモデル（※Windows®8.1 Pro モデル／Windows®10 Pro モデル）」製品（以下「本製品」といいます。）の
レンタルサービスの提供に関し、以下のとおり重要事項をご説明致します。
（本製品のレンタルサービスについて）
1.
本製品は、ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）によるレンタ
ルサービスに基づき提供いたします。当該レンタルサービスの詳細は、当社
が別に定める「モバイル端末レンタルサービス条項」等をご確認下さい。
（Office 365 Business について）
2.
当社は、日本マイクロソフト株式会社(以下「日本 MS 社といいます。」)が
提 供 す る 「 Microsoft Office 365 」 サ ー ビ ス （ 以 下 「 Office 365
Business」といいます。）をレンタルオプションとして提供します。
3.
Office 365 Business の 1 サブドメインに対する利用ユーザー数は、300
名を限度とします。
4.
本サービスは 2015 年 7 月 22 日より新規受付停止いたします。
（保守サポートについて）
5.
日本 MS 社またはその米国本社である Microsoft Corporation（以下
「Microsoft 社」と総称します。）および当社は、本製品に係る保守サポ
ートならびに新サービス提案および分析のため、お客さまの情報（社名
（法人名）、郵便番号、住所、担当者氏名、電話番号、メールアドレス、
機器番号（IMEI）、ご契約回線番号（電話番号）、レンタル契約開
始日、お問い合わせの日時、内容等）を互いに相手方に提供し、共同利
用します。お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
6.
本製品の故障修理のお申込み・お問い合せ、当社が提供する SoftBank
ブランド向け移動体通信サービス（以下「当社通信サービス」といいます。）
または通信料金に関するお問い合せ（ネットワーク・USIM カードに関する
事項も含みます。）に関しては、当社のレンタルサービス専用窓口（ソフト
バンク・モバイル レンタルヘルプデスク）にて承ります。また、技術支援に関
するお問い合せ（本製品の操作全般のお問い合せを含みます。）、その
他本製品に関するお問い合せは、Microsoft 社の専用窓口（マイクロソ
フト カスタマー インフォメーション センター）にて承ります。さらに、Office
365 Business に関する技術サポート、障害対応受付、その他問い合わ
せについては、ソフトバンクコマース&サービス株式会社(以下「C&S 社」と
いいます。)の専用窓口（マイクロソフト クラウドサポートセンター）にて承り
ます。次の対応窓口までお問い合せ下さい。なお、お問い合せ内容によっ
ては、各対応窓口のみでご回答できない場合があります。その場合、お客
様ご自身で各対応窓口におかけ直しいただく場合がございますので、あらか
じめご了承下さい。

（本製品について）
9.
本製品は、当社の音声通話、メール（SMS）、S!メール（MMS）、TV
コール、64K デジタルデータ通信に対応していません。
10. 本製品は、当社が別途提供する Windows®ストアアプリ「ソフトバンク設
定」に対応していません。
11. 本製品においては、別途お申し込みが必要となるテザリングオプションに加
入いただくことなく、テザリングサービスを利用することができます。お客様がテ
ザリングオプションに加入している場合、お客様の契約状況に従い、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は加入しないこと、
または既に加入しているお客様は解約す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加入する場合は、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。
12. 本製品では、システムのソフトウェアが大量の記憶容量を使用しているため、
実際のお客さまにて使用可能な記憶容量が減少致します。詳しくは
Surface.com/storage をご参照下さい。※１GB は 10 億バイトです。
13. 本製品は SIM ロックが施されていない「SIM フリー端末」です。ただし、当
社は、当社が提供する本製品対応の USIM カードをご利用頂く場合のみ、
本製品の動作を保証致します。なお、当社以外の通信事業者が提供す
る USIM カードおよび当社が提供する本製品に対応する USIM カード以
外の USIM カードでも原則としてご利用は可能ですが、その動作について
は保証致しません。
（本製品での当社通信サービスについて）
14. 本製品にて当社通信サービスをご利用の場合、当社が別途定める定額
対象アクセスポイントの設定が必要です。なお、当社所定の定額料金プラ
ン（別途当社が指定する料金プランを含みます。）以外のプランが登録さ
れた USIM カードでは、当該定額対象アクセスポイントへの接続はできませ
ん。
15. 当社が定める定額対象アクセスポイントは以下の通りです。本製品にて当
社通信サービスをご利用の場合、OS の APN 設定には以下のアクセスポイ
ントを設定して下さい。
■定額対象アクセスポイント（APN）※SoftBank ブランド向け
アクセスポイント名（APN）：biz4gtab.softbank
ユーザー名：biztab パスワード：biztab
※「サインイン情報の種類」は「CHAP」または「PAP」を設定
※Y!mobile ブランド向け定額対象アクセスポイントまたは当社閉域網サービス
専用の定額対象アクセスポイントは別途ご確認下さい。
※ OS のアップデートにより、設定画面にて「SoftBank(法人定額)」と表示された
場合は、選択いただくことで自動的に上記 APN 設定が完了します。
（上記 APN の入力は不要です。）

■通信サービス・通信料金・故障修理・レンタルについてのお問い合せ

ソフトバンク・モバイル レンタルヘルプデスク
フリーコール

0120-934-265

受付時間 9:00~18:00

※年中無休

16.

■本製品についてのお問い合せ（操作方法など）

マイクロソフト カスタマー インフォメーション センター
フリーコール

0120-41-6755

受付時間 9:00~17:30

※音声ガイダンス 1-2-3／祝日、Microsoft 社指定休業日を除く

17.

■Office 365 Business についてのお問い合せ

マイクロソフト クラウドサポートセンター
Mail: mscloud-support@licensecounter.jp
℡03-6858-5591
メール受付時間 24 時間 365 日

18.

電話受付時間 9:00~18:00 ※土日祝日、C&S 社指定休業日を除く

7.

マイクロソフト カスタマー インフォメーション センターへのお問い合せについ
ては、別途有償となる場合があります。Microsoft 社が提供する各種サポ
ートサービスの条件、サービス料金などの詳細は、Microsoft 社が掲示する
規約および提供条件書などをご確認下さい。
（本製品に係るソフトウェアについて）
8.
本製品には「Windows」等のソフトウェアがインストールされており、お客様
は、本製品のご利用にあたり、Microsoft 社が定める制限を遵守頂く必要
があります。当該制限事項の詳細は、「Rental Rights ボリューム ライセ
ンス ガイド 制限事項」をご確認下さい。

19.

URL:http://download.microsoft.com/download/D/6/C/D6C697B25DB3-4DA3-8AF9-940EF42CF0B8/RentalRights_License_Guide.pdf

20.

当社以外の通信事業者より提供される USIM カードまたは当社が提供す
る本製品対応以外の USIM カードをご利用の場合、OS の APN 設定に
は別途通信事業者または当社にて指定するアクセスポイントを設定してご
利用下さい。なお、その場合、3G 網への通信に限定されるまたは接続不
可となる場合があり、その動作については保証致しません。
本製品のアップデートならびにお客さまにて個別にインストールされたアプリケ
ーションのダウンロードおよびアップデート、または OS および出荷時にインスト
ールされている個別アプリケーションのアップデート（Windows®アップデー
トを含みます。）などには、その際利用された通信サービス所定の通信料
が発生します（当社所定の定額料金プランにご加入の場合で定額対象
アクセスポイントへ接続された場合には、当該通信は定額料金の対象とな
ります。ただし、当該通信量は月間ご利用通信量に加算されます。）。
本製品はデフォルトとして、当社通信サービスに自動的に接続する「自動
接続」機能が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当
該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。
当該機能の停止は、本製品の機能設定にて行うことが可能です。
本製品では仕様上、当社からのグローバル IP アドレス付与により、当社通
信サービスへの非接続時においてもインターネットからのパケット通信が発生
する場合があります。また、当社閉域網サービスをご利用の場合も同様に、
当社通信サービスへの非接続時に閉域網からのパケット通信が発生する
場合があります（当社所定の定額料金プランにご加入の場合で定額対
象アクセスポイント間での通信の場合には、当該通信は国内に限り定額
料金の対象となります。ただし、当該通信量は月間ご利用通信量に加算
されます。）。
本製品を海外でご利用の場合で「海外パケットし放題」を適用する場合、
OS の設定にて定額対象事業者を現地で選択する必要があります。定額
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21.

対象外事業者を選択された場合は、当該パケット定額の対象外となり、
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。また、本製品
には、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」機能が搭載されています。設定状況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。
当社通信サービスのご契約、ご利用にあたっては、当社が別に定める通信
契約約款および提供条件書に基づきご契約またはご利用いただくものとし
ます。

（本重要事項説明書について）
22. 本書の内容は、原則本製品の最新バージョンの機能情報に基づき作成し
ています。本製品の適用バージョンにより制限事項など記載内容が異なる
場合がありますので、必ず最新バージョンにアップデートの上ご使用下さい。
23. 当社ホームページへの掲載または当社が適当であると判断する方法にて変
更内容を告知することによって、当社は本書記載の本製品に係る提供条
件を変更できるものとします。提供条件の変更後は、変更後の重要事項
説明書に定める条件が適用されるものとします。
以上

2018.11.01 版

