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□ タブレットセット割 提供条件書
「タブレットセット割」（以下「本キャンペーン」といいます。）は、4G/4G LTE 通信サービスで対象機種をご利用中のお客さまが、
SoftBank 4G LTE 対応の iPad Air Wi-Fi + Cellular モデル、 iPad mini Retina ディスプレイモデル Wi-Fi + Cellular
モデル、 iPad mini Wi-Fi + Cellular モデルまたは iPad Retina ディスプレイモデル Wi-Fi + Cellular モデル（以下
SoftBank 4G LTE 対応の iPad といいます。）を追加で新規加入・機種変更された場合に適用されます。
●本キャンペーンは、以下の条件に該当するお客さまを対象とします。
・本キャンペーン期間内にお申し込みいただくこと。
・1 回線目の対象機種として当社から iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 / 4G スマートフォン をご購入いただき、購入
した機種に対応した USIM カードにてご利用いただいていること。
※SoftBank 3G やディズニー・モバイル・オン・ソフトバンク携帯電話、データ通信専用端末、みまもりケータイ、みまもり GPS、
フォトビジョン等を除きます。
・ 1 回線目では以下パケット定額サービスに加入中もしくは、本キャンペーンへの申し込みと同時に申し込むこと。
・「パケットし放題フラット for 4G LTE/4G」
・本キャンペーンによる 2 回線目の SoftBank 4G LTE 対応の iPad は 1 台のみとし、当社からの購入（購入予約を含みます。）
を伴う新規加入・機種変更と同時にお申し込みいただくこと。また、1 回線目と同一名義かつ同一請求先でのご契約である
こと。
●スマホまとめて割 / アレ コレ ソレ キャンペーン / iPad ゼロから定額キャンペーン/ 【新】iPad ゼロから定額キャンペー
ンの 1 回線目で本キャンペーンはお申し込みいただけません。
●スマホ BB 割およびスマホまとめて割との併用はできません。
●本キャンペーン適用時は iPad 向け月月割が適用されません。また、本キャンペーンが解除となった場合でも、iPad 向け月
月割の適用はありません。
●過去のご契約状況により、本キャンペーンの適用をお断りする場合があります。
●本キャンペーン 2 回線目の SoftBank 4G LTE 対応の iPad は料金プランとして、「( iPad 専用)ベーシックデータ定額プラ
ン for 4G LTE」が本キャンペーン適用時は基本使用料 1,000 円/月となります。適用となった請求月を 1 ヵ月目として、請求
月単位で 24 ヵ月間※適用します。以降は基本使用料 2,850 円/月となります。
※新規加入の場合、新規加入月に加え 24 ヵ月間の適用となります
※本料金プランは 2 年契約(自動更新)となり、更新月(契約期間満了の翌請求月)以外の解約等には契約解除料(9,500
円)がかかります。契約期間は適用開始日から翌請求月末までを 1 ヵ月として計算します。
※「( iPad 専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE（本キャンペーン適用時）」から「( iPad 専用)ゼロから定額プラ
ン for 4G LTE」「( iPad専用 )ゼロから定額プラン 2 for 4G LTE」への変更はできません。
※毎月ご利用のデータ量が 2GBを超えた場合、請求月末まで通信速度を送受信時最大 128Kbpsに低速化いたします。
※通常速度に戻すお申し込み（上記データ量超過後、2GBごとに 2,500 円加算）は、My SoftBankまたは法人コンシェルサイ
トからお手続きください。
※通信速度低速化の予告／開始を iPad の画面にお知らせいたします。お知らせが不要の場合は My SoftBank で設定をオ
フにすることができます。
※My SoftBank のご利用には、ご登録が必要です。 (http://my.softbank.jp/)
●本キャンペーン適用時、以下の期間までは毎月のデータ量が 7G バイトを超えた場合に通信速度を低速化いたします。
・ご請求締日が 10 日の場合： 2014 年 6 月 10 日まで
・ご請求締日が 20 日の場合： 2014 年 6 月 20 日まで
・ご請求締日が末日の場合 ： 2014 年 5 月 31 日まで
●2 回線目の SoftBank 4G LTE 対応の iPad は、ユニバーサルサービス料が無料となります。
●1 回線目が対象となるパケット定額サービス以外への変更、対象機種以外への機種変更、対象機種に対応した USIM 以外へ
の USIM 交換、解約、譲渡を行った場合※や、2 回線目が機種変更※、料金プランの変更、解約、譲渡を行った場合※、本キ
ャンペーンは解除となります。
※2 回線目の料金プランは「( iPad 専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE」に変更となります。
【パケット通信について】
●一般的にスマートフォンなどは、ソフトウエ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、より便利にご利用いただくことができます。自動通信により 2 段階定額（パケ
ットし放題 for スマートフォン／標準プライスプラン／ゼロから定額／パケットし放題 for 4G LTE）では下限額を超えるパケット
通信料が発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。自動通信の停止は、「設定」⇒「一般」⇒「モバイルデータ
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通信」⇒「モバイルデータ通信」をオフにすることで可能となります。また iPhone 5 /iPad（第 4 世代）/iPad mini をご使用の
お客さまは、「設定」⇒「一般」⇒「モバイルデータ通信」⇒「LTE をオンにする」をオフにする⇒「モバイルデータ通信」をオフに
することで自動通信の停止が可能となります。「モバイルデータ通信」をオフにする前に必ず「LTE をオンにする」をオフにしてく
ださい。（機種や iOS のバージョンにより一部表示が異なります。詳細にてご確認下さい。）なお、設定をオフにした場合、インタ
ーネット閲覧などすべてのデータ通信が利用できなくなります。
●自動通信により、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
の定額対象事業者でのご利用をお勧めします（初期設定では海外データローミング設定はオフとなっております。
□「タブレットセット割」提供条件書記載事項の変更について
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と判断する方法にて通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。この場合、料金その他の提供内容につきましては、変更後の条件
が適用されるものとします。
・最新の提供条件書は、当社ホームページ（http://www.softbank.jp）にも掲載いたしますので、ご確認ください。
なお、タブレットセット割提供条件書記載事項以外の部分については、3G 通信サービス契約約款および 4G 通信サー
ビス契約約款の規定を適用します。
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