表示価格は税込です

重要事項詳細
タブレット購入契約について
SoftBank 光／SoftBank Air／Yahoo! BB サービス 用

本書面は、ご購入の商品代金を一括、または割賦でソフトバンク株式会社にお支払
いいただく契約の重要事項を説明するものです。本書面をよくお読みのうえ、購入
商品について概要をご理解ください。お申し込みされた実際の取引内容とあわせて、
内容をご確認ください。

契約商品名

タブレット 10 インチ

機種名

東芝 Android タブレット A205SB

現金販売価格または
一括購入価格

32,400 円

数量

1

頭金

0円

割賦販売価格

32,400 円

賦払金

月額 900 円

支払回数

36 回

支払期間

37 ヵ月

売買成立日

お支払い内容
※一括購入
の場合

割賦購入契約日

タブレット受領確認日

タブレット受領確認日

一括購入価格

32,400 円

お支払方法

回線サービスと同様

お支払日

別途支払方法に準ずる

実質年率

0.0％

お引き渡し

別途送付します

お支払方法

回線サービスと同様

お支払日

別途支払方法に準ずる

お引き渡し

別途送付します

お支払い内容
※割賦購入
の場合

※タブレットご購入の商品代金は、タブレットの割賦購入
契約または売買成立時点の消費税率にて請求します。

「ブロードバンドサービス申込書 兼 タブレット購入申込書」および本書面を大切に保管してください。
（割賦購入の場合、契約成立後は割賦販売法第 4 条の規定に基づく書面となります。）
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ご契約について（ご注意）
お申し込みの際には、本書面記載の「タブレットに関する重要事項」、「割賦販売・個別信用購入あっせん等におけ
る個人情報の取り扱いについて」、および「個品割賦購入約款」
（https://www.softbank.jp/ybb/set/data/terms/pdf/installment_payment.pdf）をよくお読みください。

■加入指定／個人信用情報機関への情報提供を行います。
①お申し込み内容の審査にあたり、お客様の情報を照会します。
お申し込み

情報照会依頼
ソフトバンク
加入指定／個人信用情報機関

受付

お客様
連絡

情報照会回答

情報照会

審査

②お客様の契約内容・支払状況を登録します（滞納情報を含む）。
月々のお支払い

お客様

ソフトバンク

加入指定信用情報機関

管理

情報登録

③加入指定信用情報機関に支払遅延情報等がある場合、他のクレジット契約をすることができない場合があります。
支払い遅延情報は、完済後も 5 年間は加入指定信用情報機関に記録が残り、他の加盟会員が審査のため利用できま
す。
※①～③の詳細は、「割賦販売・個別信用購入あっせん等における個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。

■支払名義人がご契約者と異なる場合のご注意

※ご契約者・お支払者ともにご確認ください。
加入指定／個人信用情報機関への照会および加入指定信用情報機関への登録の対象は、支払い名義人ではなく、ご契
約者の情報です（ご契約者が未成年で支払名義人の親権者が滞納された場合も、未成年のご契約者の滞納として扱わ
れます）。

＜ブロードバンドサービス解約時のお支払いについて＞
お客様が契約されるブロードバンドサービス契約と本契約とは別の契約です。本契約の成立後は、ブロードバンド
サービス契約を解約された場合でも、賦払金の支払義務は残ります。
※なお、以下項目よりソフトバンク株式会社を「当社」と省略表記します。
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タブレットに関する重要事項
＜割賦契約および売買契約について＞
・タブレット（10 インチ）は一括購入と割賦購入のいずれかを選択することができます。
○現金販売価格（一括購入）の場合：32,400 円
※一括購入はクレジットカードのみお取り扱い可能です。
○割賦購入の場合：900 円×36 ヵ月
※実質年率は 0.0％です。
※タブレットご購入の商品代金は、タブレットの割賦購入契約または売買成立時点の消費税率にて請求します。
・タブレットの購入者は当社が提供するサービス（以下「本サービス」とします）の契約者と同一である必要があり
ます。また、法人・団体名義では購入できません。
・タブレットのお渡しについてはお申し込み手続き完了後、発送します。また、タブレットの割賦契約または売買契
約は、タブレットをお客様が受け取ったことを当社が確認した日に成立します。
※ただし以下の場合については、売買契約を取り消す場合があります。なお、この契約解除に関する条件は、購入
者の特定商取引に関する法律に基づくクーリングオフの権利を制限するものではありません。
○お申し込みから 90 日以内に本人確認書類が確認できない場合
○商品の発送から 30 日以内に商品を受け取らなかった場合
○商品を受け取り後、未開封でかつ、8 日以内に申告された場合*1
*1 インターネットまたはお電話でご加入されたお客様のみが対象です。

＜割賦購入契約および売買契約後の課金について＞
・タブレットを割賦購入で購入された場合、割賦購入契約が成立した月の翌月より本サービスの月額料金に賦払金を
上乗せして課金します。
・賦払金は途中で残債一括支払いを選択することもできます（部分入金はできません）。
・タブレットを一括購入で購入された場合、売買契約が成立した月の翌月に代金を一括でお支払いいただきます。
・以下の場合でかつ賦払金の残債が残っていたとき、翌月に残債分を一括でお支払いいただきます。
○契約者ご本人様が残債一括支払いを希望され、当社が承諾した場合
○支払期日に賦払金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告された
にもかかわらず、その期間内に支払わなかった等の事由により、期限の利益を喪失したとき
○割賦購入契約の条件となる当社が指定するインターネット回線サービスに関する契約が解除された場合

＜アプリケーション自動配信サービス（かんたん設定）について ＞
・タブレットは、市販の製品と異なり、いくつかの標準アプリケーションがインストールされています。ご購入前に
ご確認ください。
・タブレットの仕様詳細はパンフレットまたは WEB ページからご確認ください。
・タブレットにはアプリケーション自動配信サービス（以下「かんたん設定」とします）が搭載されています。
・かんたん設定は、当社の指定するアプリケーションを一括でダウンロード、インストールならびにアップデートな
どができる機能です。利用者はかんたん設定を通じて当社が指定するアプリケーションがインストールならびにア
ップデートされるのをあらかじめ同意するものとします。また、かんたん設定は工場出荷時よりインストールされ
ているアプリケーションのため、お客様による削除はできません。
・かんたん設定では本サービスの利用状況、タブレット機器固有 ID〔通信機器本体などに関する情報（製造番号、品
番など）〕、タブレット機器のハードウェア利用情報（CPU、メモリ、バッテリーなど）、タブレット機器の利用
情報（利用日時など）、各種アプリケーションのインストール情報（インストール状況、バージョン情報など）、
各種アプリケーションの利用情報（利用日時など）、Wi-Fi、GPS によるタブレット機器の位置情報を取得すること
があります。当社は、これらの情報について本同意事項にしたがい、取り扱います。
・当社は、前述に基づいて取得した情報を、サービスお申し込み時に取得した利用者情報と関連付けて取り扱う場合
があります。これらの情報について、本同意事項および別途当社が定めるプライバシーポリシー
（https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/ ）にしたがい、取り扱います。
・その他かんたん設定についての免責事項、同意事項については当社の WEB ページをあらかじめご確認ください。
（https://www.softbank.jp/ybb/set/data/terms/pdf/attention_mdm.pdf）
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割賦販売・個別信用購入あっせん等における個人情報の取り扱いについて
個人情報の取り扱いについての詳細および最新版は、ホームページをご確認ください。以下では要旨のみ記載いたし
ます。（https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/installment/）

1. 個人情報の利用目的
ソフトバンク株式会社および株式会社ウィルコム沖縄（以下総称して「当社」）は、割賦販売・個別信用購入あっせん等を目的として、以下の
利用目的を達成するために必要な範囲内で個人情報を利用および第三者提供します。当社は偽りその他不正の手段により個人情報を取
得しません。
割賦関連業務における個人情報の取り扱いについて
※割賦関連業務とは、個品割賦購入約款または個別信用購入あっせん約款に基づく割賦販売契約または立替払契約（以下「割賦販売契
約等」）に関する業務をいいます。

1）個人情報の利用目的
①お客さまからのお問い合わせへの対応、割賦販売・個別信用購入あっせん等に関する手続きのご案内および情報の
提供等のお客さまサポート
②割賦販売・個別信用購入あっせん等の提供可否判断、当該契約後のお取引状況管理
③課金計算
④料金請求
⑤賦払金請求および分割支払金請求（他社からの委託によるものを含む。）
⑥割賦販売・個別信用購入あっせん等の不正利用の防止
⑦マーケティング調査および分析
⑧経営分析のための統計数値作成および分析結果の利用
⑨当社および他社の商品、サービスおよびキャンペーンのご案内等
⑩お客さまサービス向上に寄与するための情報提供をお知らせする通知
⑪その他、法令に基づく対応等を含めた、割賦販売・個別信用購入あっせん等に必要な業務
なお、上記以外の目的で当該個人情報を利用させていただく場合は、その都度、その利用目的を明確にし、お客さま
から事前の同意をいただきます。
2）加入指定信用情報機関、または加入個人信用情報機関等への個人情報の提供・照会・登録
1. 当社は、割賦販売・個別信用購入あっせん等（以下「対象契約」）の契約者（申込者含む）に関する個人情報を
当社が加入する指定信用情報機関 (以下「加入指定信用情報機関」）および当社が加入する個人信用情報機関
（以下あわせて「加入指定／個人信用情報機関」）に提供することにより照会を行います。ただし、Yahoo! BB ブ
ランドで提供する商材および Y!mobile ブランドで提供する商材の一部は、個人信用情報機関（株式会社日本信用
情報機構）には照会しません。その際、個人情報が登録されている場合には、契約者の支払能力・返済能力の調
査のために、当社はそれを利用します。
2. 当社は、対象契約の契約者（申込者含む）に関する個人情報、客観的な取引事実を加入指定／個人信用情報機関
に提供し、下表に定める期間登録します。ただし、Yahoo! BB ブランドで提供する商材および Y!mobile ブランド
で提供する商材の一部は、個人信用情報機関（株式会社日本信用情報機構）には提供・登録しません。提供・登
録された情報は、加入指定/個人信用情報機関の加盟会員により、契約者の支払い能力・返済能力に関する調査の
ために利用されます。
＜登録される個人情報等とその期間＞
登録情報

加入指定信用情報機関、
およびその登録期間
株式会社シー・アイ・シー

加入個人信用情報機関、
およびその登録期間
株式会社日本信用情報機構

（1）氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤
務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号
番号等の本人情報

左記（2）～（4）の情報のいずれかが登録されている期間

（2）対象契約の申し込みをした事実

当社が加入指定信用情報機関に照会し
た日から 6 カ月間

当社が加入個人信用情報機関に照会した
日から 6 カ月以内

対象契約期間中および契約終了後（完
済していない場合は完済後）5 年以内

契約継続中および契約終了後 5 年以内
（ただし、債権譲渡の事実に係る情報につ
いては当該事実の発生日から 1 年以内）

対象契約期間中および契約終了後（完
済していない場合は完済後）5 年間

契約継続中および契約終了後 5 年以内

（3）対象契約の契約日、契約の種類、契約額、
貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支
払い回数等契約内容に関する情報、等。利用残
高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済
日、完済予定日等の客観的な事実
（4）返済状況に関する情報（債務の支払いを延
滞した事実）
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加入指定／個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は下記のとおりです。また、対象契約期間中に新たに個人
信用情報機関に加盟し、上記登録情報等を当該機関に提供・登録または利用する場合は、別途、書面により通知し、
同意を得るものとします。
（加入指定信用情報機関） 株式会社シー・アイ・シー
住所
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7
電話番号
0120-810-414
ホームページ
http://www.cic.co.jp/

新宿ファーストウエスト 15 階

※主に割賦販売などのクレジット事業を営む企業を会員とする割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。

（加入個人信用情報機関） 株式会社日本信用情報機構
住所
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1
電話番号
0570-055-955
ホームページ
http://www.jicc.co.jp/
※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。

（提携個人信用情報機関） 全国銀行個人信用情報センター
住所
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
電話番号
03-3214-5020
ホームページ
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。

上記の各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームペー
ジをご覧ください。
3）その他第三者提供
1. 当社は、当社商品の割賦購入または一括払いによる購入に関して、個品割賦購入契約および立替払契約の内容に
基づく割賦債権等の債権を第三者に譲渡することを目的として、個人情報を書面の送付または電子的もしくは磁
気的な方法等により債権譲渡先へ提供する場合があります。
2. 当社は、対象契約の契約者（申込者含む）に関する個人情報を与信業務に関して提携する次の企業（以下加入指
定／個人信用情報機関とあわせて「加入指定／個人信用情報機関等」）に提供する場合があります。
（提携企業） ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
住所
〒105-8025 東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 25 階
電話番号
03-6889-2130
ホームページ
https://www.sbpayment.jp/
※当社が利用する与信・審査業務総合支援サービスの提供ならびに当社の与信に関する業務の一部の受託を行うソフトバンクグ
ループ株式会社の 100％子会社です

4）利用目的の変更等
利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わな
いものとします。
2. 個人情報の開示、訂正等および利用停止等について
1）当社がお客さまより取得した個人情報の利用目的の通知または開示もしくは訂正等をご本人から求められた場合につきま
しては、書面にて回答します（ただし、ご本人の同意を得られた場合は、当該方法で回答します）。なお、当該回答をする際、
実費を勘案した合理的な範囲内の手数料を頂戴する場合があります。
・ソフトバンク株式会社（旧ソフトバンクモバイル株式会社を含む。以下同様）の商品またはサービス*1 に関する個人情報の開
示、訂正等および利用停止等の求めの手順
<https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/telecom/procedure/>
・旧ソフトバンク BB 株式会社の商品またはサービス*2 に関する個人情報の開示、訂正等および利用停止等の求めの手順
<https://www.softbank.jp/corp/group/sbb/privacy/telecom/procedure/>
・旧ワイモバイル株式会社*4 の商品またはサービス*3 に関する個人情報の開示、訂正等および利用停止等の求めの手順
<http://www.ymobile.jp/privacy/procedure/index.html>
2）ご本人による、当社がお客さまより取得した個人情報の開示もしくは訂正等に関するお問い合わせ、および当該
個人情報の取り扱いに関する苦情のお申し出は下記の連絡先までお願いします。
※加入指定／個人信用情報機関等および提携個人信用情報機関の連絡先は、それぞれのホームページをご確認ください。
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・ソフトバンク株式会社の商品またはサービス*1 に関する個人情報お問い合わせ窓口
（https://www.softbank.jp/corp/d/group/sbm/privacy/contact/）
連絡先または受付
o
メールアドレス o

受付電話番号

受付時間

・旧ソフトバンク BB 株式会社の商品またはサービス*2 に関する個人情報お問い合わせ受付メールアド
レス（privacy@ybb-support.jp）
・旧ワイモバイル株式会社*4 の商品またはサービス*3 に関する個人情報お問い合わせ受付
メールアドレス（YMGRP-per-info@g.ymobile.co.jp）
・ソフトバンク株式会社の商品またはサービス*1 に関する個人情報お問い合わせ受付電話番号
0088-210-051（無料）（一般電話・携帯端末・PHS・公衆電話からご利用いただけます）
・旧ソフトバンク BB 株式会社の商品またはサービス*2 に関する個人情報お問い合わせ受付電話
番号 0120-981-928（無料）（携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用いただけません）
・旧ワイモバイル株式会社*4 の商品またはサービス*3 に関する個人情報お問い合わせ受付電話
番号 044-382-0404（有料）
・ソフトバンク株式会社の商品またはサービス*1 に関する個人情報お問い合わせ受付時間
午前 9 時～午後 5 時（月～金） （祝日、年末年始、施設点検日、システムメンテナンス日を除く）
・旧ソフトバンク BB 株式会社の商品またはサービス＊2 に関する個人情報お問い合わせ受付時間
午前 9 時～午後 5 時（月～金） （祝日、年末年始、施設点検日、システムメンテナンス日を除く）
・旧ワイモバイル株式会社*4 の商品またはサービス*3 に関する個人情報お問い合わせ受付時間
午前 9 時～午後 5 時 （土曜、日曜、祝日、年末年始を除く）

3）当社の所属する認定個人情報保護団体は下記のとおりです。
日本クレジット協会 個人情報保護推進センター（個人情報の取り扱いに関する相談窓口）
http://www.j-credit.or.jp/
団体名
（ご利用は、ソフトバンク株式会社の商品またはサービス*1 に関する個人情報お問い合わせ、旧
ワイモバイル株式会社*4 の商品またはサービス*3 に関する個人情報お問い合わせに限ります。）
受付電話番号
03-5645-3360（有料）
受付時間
午前 10 時～正午、午後 1 時～午後 4 時（月～金） （祝日、年末年始を除く）
*1 ソフトバンク株式会社の商品またはサービスとは、2015 年 3 月 31 日以前、2015 年 4 月 1 日以後を問わずソフトバンク株式会社が提供
する商品またはサービスを意味します。ただし、2015 年 4 月 1 日からソフトバンク株式会社が提供する旧ソフトバンク BB 株式会社、旧
ソフトバンクテレコム株式会社または旧ワイモバイル株式会社＊4 の商品またはサービスを除きます。
*2 旧ソフトバンク BB 株式会社の商品またはサービスとは、2015 年 3 月 31 日以前に旧ソフトバンク BB 株式会社が提供した商品またはサ
ービス、または 2015 年 4 月 1 日からソフトバンク株式会社が提供する旧ソフトバンク BB 株式会社の商品またはサービスを意味します。
*3 旧ワイモバイル株式会社*4 の商品またはサービスとは、2015 年 3 月 31 日以前に旧ワイモバイル株式会社＊4 が提供した商品またはサ
ービス、または 2015 年 4 月 1 日からソフトバンク株式会社が提供する旧ワイモバイル株式会社＊4 の商品またはサービスを意味します。
*4 旧ワイモバイル株式会社には、株式会社ウィルコム沖縄を含みます。

販売店：ソフトバンク株式会社
SoftBank 光に関するお問い合わせ

0800-111-2009

（通話料無料）※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
＜受付時間＞10：00～19：00（土日祝日は一部休業）

Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 フレッツコースに関するお問い合わせ

0120-981-030

（通話料無料）※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
＜受付時間＞10：00～19：00（土日祝日は一部休業）

SoftBank Air／Yahoo! BB ADSLに関するお問い合わせ

0800-1111-820

（通話料無料）※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
＜受付時間＞10：00～19：00（土日祝日は一部休業）

Yahoo! BB for Mobileに関するお問い合わせ

0120-965-343

（通話料無料）※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
＜受付時間＞10：00～19：00（土日祝日は一部休業）

お電話の際は番号をお間違いのないようお願い申し上げます。電話番号の前に「186」をつけてダイヤルすると、お問い合わせ時
間が短縮できます。
※記載内容は 2017 年 7 月 4 日現在のものです。※記載の価格は特に断りがない限り税込価格です。※サービス内容および提供条
件は、改善等のため予告なく変更する場合があります。 ※記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の登録商標
および商標です。
ソフトバンク株式会社
- 6 J67-170705

