
Lenovo TAB2 〜主な仕様 ソフトバンクのリース契約の概要① 
【タブレット Lenovo TAB3 主な仕様】  
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ポラールホワイト 

通信方式 

国内 
3G方式（900MHz／2.1GHz） 
4G方式（2.5GHz） 
4G LTE方式（900MHz／1.7GHz／2.1GHz） 

海外 
3G方式（900MHz／2.1GHz） 
4G LTE方式（900MHz／1.7GHz／2.1GHz）  
GSM方式（850MHz／900MHz／1800MHz／1900MHz） 

通信速度（国内） 
4G：下り最大110Mbps/上り最大10Mbps 4G LTE：下り最
大150Mbps/上り最大50Mbps 

サイズ（幅×高さ×厚さ）／重さ 約212.3×125.5×9.3mm ／約353g 

連続待受時間 
3G：約410時間、GMS：約665時間 
4G：約300時間、4G-LTE：約740時間 

ディスプレイ 
8インチ ワイドXGA（1280×800ドット） 
IPS液晶 最大1677万色 

モバイルカメラ 
（画素数／タイプ） 

メイン 有効画素数約500万画素（CMOS） 

サブ 有効画素数約200万画素（CMOS） 

CPU MT8735 1.3GHz（クアッドコア） 

内蔵メモリー（ROM、RAM） ROM：16GB／RAM：2GB 

Wi-Fi（対応規格、周波数） IEEE 802.11 a/b/g/n 

Bluetooth® Ver.4.0/A2DP、AVRCP、HFP、HSP 

プラットフォーム Android™ 6.0搭載 



ソフトバンクのリース契約の概要②-1 
【 料金 と 使える機能 】  

【 料 金 】 

２年間レンタル契約 

導入経費 無 料 

毎月の費用 １,５０３ 円 

消費税（８％） １２０ 円 

合 計 １,６２３ 円 

 ※ 税率が変更された場合は消費税は変更される 
 ※ ユニバーサルサービス料3円（2017年3月時点）も変更される可能性がある 

【 使える機能 】 

○ 電子メール、インターネット 
○ レンタル保守パック（専用ヘルプデスク、故障時の無償修理など） 
○ セキュリティ対策（一般的なセキュリティ対策 または MDMを選択） 

 ※ アプリ制御や端末の一元管理を要望する場合は、MDMを推奨します。 
    なお、MDM利用にはプロファイル設定が必要となります。 
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貴社向け特別条件 ～スマートフォン Lenovo TAB2 (7GB定額プラン)  

N
o 

項目 サービス名称 価格 値引 合計 備考 

1 基本料金 
（法人タブレット専用） 

ベーシックデータ定額プラン for 4G 
5,700 -4,800 900 

7GB容量のデータ通信が可能。 
7GBを超えた場合は低速モードになります。 

2 オプション料金 WEB基本使用料 300 -300 0 インターネットを利用するためのオプション 
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オプション料金 タブレット法人基本パック 

500 -200 300 
セキュリティ対策オプション 
タブレット法人基本パックorMDM 
どちらかご選択ください。 オプション料金 MDM 

5 オプション料金 テザリング 500 -500 0 WiFiルーター化オプション 

6 端末レンタル料金 Lenovo TAB3 1,362 -1,362 0 端末レンタル代 

7 オプション料金 レンタル保守パック（S） 475 -175 300 端末保証サービス 

合計 1,500   

■月額費用 
 

単位：円（税抜） 

※ 別途ユニバーサルサービス料金3円／1番号（2017年3月現在）が発生致します。 

ソフトバンクのリース契約の概要②-2 
【 料金プランについて 2年レンタル契約 】  

No 項目 サービス名称 価格 値引 合計 備考 

1 事務手数料 契約事務手数料 3,000 -3,000 0   

2 充電器 充電器 2,444 -2,444 0 1端末あたり1個の充電器を付与致します。 

■初期費用 
 

単位：円（税抜） 
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1ヶ月あたりのデータ容量 

7GB／1ヶ月を超えるデータ通信を行うと低速モードになります。 

※ wifi 利用時のデータ通信は7GB／1ヶ月に含みません。 
※ 低速モードになった場合は、翌月に解除されます。 

■ 7GBの目安 ■ 1ヶ月間（30日）と換算した場合の 
   1日あたりの平均 

※ 動画視聴はデータ量が大きいため多くのパケットを消費します 

貴社向け特別条件 ～スマートフォン Lenovo TAB2 (7GB定額プラン)  ソフトバンクのリース契約の概要②-3 
【 データ容量について 】  
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ソフトバンクのリース契約の概要②-4 
【 解約について 】  

解約後、端末返送用キットが届きますので、その中に端末を入れ 
8週間以内にご返却ください。8週間以内にご返却頂けなかった場合 
50,000円（不課税）/1端末の料金が発生致します。 
 

【解約したい場合】 ※ソフトバンクショップでの対応はできません 

弊社営業担当宛にご連絡ください。 

【解約料金について】 

【解約後のお客様対応について】 

契約期間満了前 契約期間満了後 更新月※ 

2年契約時 20,000円 10,000円 0円 

氏名：杉本草平 
TEL：070-1556-8437 

Mail：sohei.sugimoto@g.softbank.co.jp 

※ご利用開始月から25か月目 （2年契約例：2016年9月28日利用 更新月2018年10月1日～10月31日まで） 

 

単位：円（税抜） 
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ソフトバンクのリース契約の概要②-５ 
【 契約満了後の対応について 】  

【機種変更したい場合】 ※ソフトバンクショップでの対応はできません 

・弊社営業担当宛にご連絡ください。 
氏名：杉本草平 TEL：070-1556-8437 Mail：sohei.sugimoto@g.softbank.co.jp 

前提条件：契約満了時は事前に通知等なく、自動更新となります。 
2年契約時：49か月目が更新月となります。 

・自動更新となります。その際別途契約等をかわす必要はございません。 

【そのままご利用したい場合】  

左記 
2年契約自動更新イメージ 
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故障修理費 

無料 
（無制限） 

紛失時損害金 

不要 
（6か月に1回まで） 

※紛失時はSIMカード再発行手数料として 
3,000円/1台発生いたします。 

専用ヘルプデスクを無償でご用意

・エンドユーザー様からの問い合わせ可能
・専任オペレーターが365日いつでも対応（9：00～20:00）

・故障・紛失受付
・紛失時の回線停止も可能

ソフトバンクのリース契約の概要③-1 
【 レンタル保守パック 】  

レンタルヘルプデスク電話番号 
「0120-934-265」 

電池パックについて 
LenovoTAB3は内臓バッテリーのため、電池交換が不可能。電池のヘリが早く普段利用が難しい場合 
には、症状をレンタルヘルプデスクへ伝えることで、代替機をお送り致します。 
※故障扱いのため、無制限。 
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レンタルヘルプデスク 

レンタルサービスに関する法人専用のお問合せ窓口です。 
（エンドユーザー様からの直接連絡でもOK！） 

ケータイが 
壊れた 

操作方法が 
わからない 

ケータイを紛失した。。 
回線を停止したい！ 

・故障、紛失の端末交換       

・回線停止、停止解除 

・操作等のお問い合わせ 

貴  社 

（レンタルヘルプデスク） 
受付時間 ： 9:00～20:00 

        365日対応 

充実した 

サポート内容 

エンドユーザー様から 

直接連絡もOK 

もちろん管理者様から 

もOK 

モバイルレンタルヘルプデスク 

0120-934-265 

iPhone/iPad 紛失時リカバリーサービスをご利用のお客様は、 
ビジネス・コンシェルまでお問合せください。 

ソフトバンクのリース契約の概要③-2 
【 レンタル保守パック レンタルヘルプデスクについて① 】  
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レンタルヘルプデスク(2/2) お問い合わせ方法 

レンタルヘルプデスク電話番号 
「0120-934-265」 

 

 お電話して頂きますと、以下アナウンスが流れます。 
 ・故障、紛失によるお手続きは「1」 
 ・各種料金のお問い合わせは「2」 
 ・そのほかレンタルに関するお問い合わせは「3」 
 ・タブレットに関するお問い合わせは「4」 
 ※操作方法に関するお問い合わせは「3」でお願いいたします。 
 
 オペレーターにつながった後に、以下内容をお伝えください。 
 ・電話番号：ご利用者様LenovoTAB3の電話番号 
 ・会社名 
 ・ご利用者様のお名前 
 ・4ケタの暗証番号※ご契約時の申込書に記載する4ケタの暗証番号 
 
 【注意事項】 
 ・ソフトバンクショップで故障、紛失の受付・対応はできません。 
 ・受付時間9：00～20：00（365日対応） 

ソフトバンクのリース契約の概要③-3 
【 レンタル保守パック レンタルヘルプデスクについて② 】  
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ソフトバンクのリース契約の概要④-1 
【 セキュリティ対策 MDM 概要 】  

セキュリティ設定 ヘルプデスクサポート

デバイスのリモート制御で

管理業務コストの軽減に貢献

紛失・盗難など情報漏洩

リスクも瞬時に回避

デバイスを回収することなく

セキュリティ設定可能
万が一に備えて安心・安全

モバイル利用者向け

ヘルプデスク
●24時間365日対応

●紛失時には代替機発送

●回線停止代行にも
対応

※

※

モバイルとPCを一元管理

利用者情報も統合管理

モバイルとPCを一元管理

端末一元管理

スマートフォン/タブレット/PCをリモートから一元管理可能

タブレット導入台数10台以上推奨 
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    遠隔ロック・消去、パスワード一時解除 

管理者様 デバイスマネジメントサーバ 

①遠隔消去要求 ②遠隔消去実行 

紛失したデバイス 

遠隔ロック 遠隔消去 パスワード一時解除 ※2 

※1 回線停止後にデバイスに遠隔消去を行っても実行されません。また、回線を復旧させた後に遠隔消去を行っても、実行されるのはデバイスを 
   再起動させた後となりますのでご注意ください。 
※2 Androidは機能制御ポリシーが適用されている場合のみ有効となります。iOSの場合は、“パスワード”は“パスコード”と読み替えます。 

※1 

遠隔からのロック/消去、パスワード一時解除が可能 

ソフトバンクのリース契約の概要④-2 
【 セキュリティ対策 MDM 紛失時対策 】  
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    ソフトバンクヘルプデスク 

管理者様向け電話サポートを行います 

遠隔ロック、遠隔消去、パスワード一時解除の操作代行を行います 

デバイスに関する一般的な問合せの対応も行います（日本利用のみ） 

管理者様 

ソフトバンクヘルプデスク 
（日・英・中） 

24時間 
365日対応 

利用者様 

デバイス紛失申告 

遠隔消去結果 
回線停止代行結果 

デバイスに関する 
一般的な問合せ対応 

管理者/利用者向けヘルプデスクをご提供 

ソフトバンクのリース契約の概要④-3 
【 セキュリティ対策 MDM ヘルプデスク 】  
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【紛失時フロー】 

  ※MDMヘルプデスクは、MDM開通後お客様へ開示されます。 

①MDM管理サイトから対象の回線を選択しデータ消去 

②レンタルヘルプデスクへ電話 
  →ソフトバンクリース契約の概要④－3を参照に紛失を申告 
    SIMカード再発行手数料3,000円の了承のもと、代替機を依頼する。 

ソフトバンクのリース契約の概要④-4 
【 MDM利用時の紛失時フロー 】  

①MDMヘルプデスクに電話※し、対象回線のデータ消去依頼 
or 
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ソフトバンクのリース契約の概要⑤-1 
【 セキュリティ対策 タブレット法人基本パック概要 】  

 「スマートセキュリティ powered by McAfee®」 

安心遠隔ロック 

タブレットを紛失した際などに、 
遠隔操作でタブレットをロック。SDカードのデータ消去も可能 
※電源が入っている状態で電波が受信できる環境が前提 

アプリケーション、SDカードを通して侵入するウィルスを検知することができるアプリ
ケーション 

 『Internet SagiWall™』 

不正サイトの検知をすることができるアプリケーション 

タブレット法人基本パックにご加入することで、 
以下3つのアプリケーションをダウンロード可能です。 
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スマートセキュリティ  
   powered by McAfee® 

■ 国内初！AndroidTM向けのセキュリティソフトを提供！ 
   国内の携帯電話会社として、セキュリティソフトを初めて提供。 

■ 安心してスマートフォンを利用できる！ 
   アプリやSDカードなど））を通して侵入するウィルスを検出 
   さらに新機能のInternet Sagiwall™で、ワンクリック詐欺などの不正サイトへのアクセスも 
   防げる 

スマートフォン 
ブロック！！ 

ウィルス SDカード 

アプリケーション 

SD 

AndroidTM は、Google Inc. の商標または登録商標です。 

スマートフォンをウィルスの脅威から守ることで 
従業員さまに安心してスマートフォンをご利用いただけます 

安心して 
利用できる！ 

ソフトバンクのリース契約の概要⑤-2 
【 タブレット法人基本パック powered by McAfee   】  
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「Internet SagiWall™は、ワンクリック詐欺などの不正サイトの 
脅威から、携帯電話機を守るセキュリティサービスです。 

Point 

1 
日本固有の詐欺サイトを、事前に検知！ 
 遷移すると多額の請求画面になり、あたかも自分の情報が分かってしまったように思わせ、 

指定口座にお金を振り込まさせるサイトを、事前に検知。 

Point 

2 

Point 

3 

悪意のあるフィッシングサイトを、事前に検知！ 
 本物そっくりの偽物サイトに誘導し、お客様のクレジット番号や、 

オンラインバンキングの情報を盗み犯罪者の口座に振込を行うなどの金銭目的や、 
個人情報を盗み出し悪用されるサイトを、事前に検知。 

その他不正サイトを、事前に検知！ 
 本物そっくりの偽者サイトに誘導し、 

そこから不正なサイトに誘導するサイトを事前に検知 

ソフトバンクのリース契約の概要⑤-3 
【 タブレット法人基本パック Internet SagiWall  】  

16 



ソフトバンクのリース契約の概要⑤-4 
【 タブレット法人基本パック利用時の紛失対応フロー 】  

【紛失時フロー】 

      「ソフトバンクカスタマーサポートセンター電話番号」 
     ソフトバンク携帯電話から「157」or一般電話などから「0800-919-0157」 

 

①ソフトバンクカスタマーサポートセンターへ連絡 
  →安心遠隔ロックにてLenovoTAB3の操作のロックを依頼 
     紛失した対象の端末の電話番号とマイソフトバンク暗証番号 
    （契約時に決める4ケタの暗証番号）を伝える 

②レンタルヘルプデスクへ電話 
  →ソフトバンクリース契約の概要④－3を参照に紛失を申告 
    SIMカード再発行手数料3,000円の了承のもと、代替機を依頼する。 
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ソフトバンクのリース契約の概要⑥ 
【 MDMとタブレット法人基本パックの違いについて 】  

【MDM】 タブレットを10台以上入れ社内に端末管理者を立てることができる法人向け 

  メリット 
   ・端末の利用に対する制限をかけて管理することが可能 
     アプリケーション制限、写真制限、WIFI制限、など 

  デメリット 
   ・初期設定が多く、タブレットやスマホに慣れていないと導入に手間がかかる 
    ・社内で管理者を立てる必要がある 

【タブレット法人基本パック】 タブレット初心者向け 

   メリット 
    ・アプリケーションをダウンロードするだけなので、初期設定が容易 

   デメリット 
    ・端末の制限をかけることはできない。 
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