Windows8 タブレットの導入を検討する企業様必見！
ThinkPad Tablet 2 と
Wi-Fi ルーター同時お申込みで

月額

5,780

円

ThinkPad Tablet 2

ULTRA WiFi 4G 102Z

いつでも、どこでも、
あなたがいる場所がオフィスになる。
windows 8 Pro 搭載のビジネス向けタブレット

SoftBank 4G 対応
下り最大 76Mbps コンパクト Wi-Fi ルーター

＋

４G データし放題フラット
４G データ通信
スペシャルキャンペーン適用
毎月ご利用のデータ量が 7GB を超えた場合、請求月末まで通信速度を送受
信時最大 128Kbps に制限いたします。4G 対応以外のエリアにより最大通
信速度が異なります。ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信
環境等により、通信速度が低下、または通信できなくなる場合がございます。

請求内訳：ThinkPad Tablet 2 月額 1,900 円、4G データ し放題フラット 月額 3,880 円

Office 365 を使いたいお客様は、
プラス 1,200 円で利用可能

月額

6,980
80

円

最新のバージョンを月額初期費用大幅削減！
通常のライセンス購入よりも、月額単位での支払いにより初期費用を大幅に削減ができます。

49,800 円

300 名までの法人企業様に
マイクロソフトの Office365 Midsize Business をご提供

1,230 円

ソフトバンク BB による
安心サポート

月額
1,230 円

今なら
・会議室、お取引先、どこでも使える！

月額

・１ユーザーに対して５台までインストール可能！
・いつでも最新版の Office が月額料金で利用可能！

＋

1,200 円
・導入サポート
・ヘルプデスク

ThinkPad Tablet 2
Windows 8 Pro 搭載
高強度10.1 インチ高画質 IPS 液晶ディスプレイ
Wi-Fi 使用時、最長10時間駆動のバッテリー搭載

外出先でも、オフィスでも、活用できるタブレット
Windows 8 Pro を採用している
ThinkPad Tablet 2。外出先で

保険外交 / 営業 等

もオフィスと同じ環境で作業でき
るのが特長です。例えば、
オプショ
ンの専用 Bluetooth キーボード

ミュレーション、リアルタイムでの見

を用意すれば、ワークシートやドキュメント、メールなどの作業や、
プレゼンテーションも自由自在です。
「外出先ではタッチ操作で、

本体の厚さ 9.8mm、重さ 570g を実現
大容量のストレージを内蔵
ビデオ会議に最適な内蔵カメラ
プレゼンテーションに最適な Mini-HDMI 端子
企業向けのセキュリティに対応
多彩なアクセサリーを用意

顧客条件をその場で入力してのシ
積り作成等、PC と同様の機能をモ
バイルで活用できます。ペンは本体
内のホルダーへスマートに収納でき
るので、邪魔になりません。

オフィスではキーボード操作で」といった使い分けが可能です。

入力作業を容易にするタブレット・ペン *

過酷な品質テストから実証された高い堅牢性

さまざまなビジネスシーンで活躍するタブレット

ビジネスに不可欠な入力作業をより確実に行

医療 / 建設現場 等
素手で画面に触れられない環境で

うために、タブレット・ペンをご用意。1,024
段階の筆圧レベルを感知し、意思に忠実な

は、タブレット・ペンを使用。多く

入力作業が可能なデジタイザー方式を採用し
ています。ペンは本体内のホルダーへスマー

能です。

の Windows アプリがペンで操作可

トに収納できるので、邪魔になりません。

入力がより快適になる専用 Bluetooth キーボード
ThinkPad Tablet 2 を立てて置く
だけで使用できる専用 Bluetooth

流通業 / サービス業 等

キーボード（オプション）を用意。
オプティカル・トラックポイントを

テム等。通常の PC としても使用が

装備して、オフィスではノート PC

在庫管理、勤怠管理、受発注シス
可能です。

のように使うことができます。キーボードは本体と同等の薄さの
ため、持ち歩いても邪魔になりません。
*ThinkPadTablet2 ペン搭載モデルと非搭載モデルではディスプレイが異なります。
非搭載モデルのディスプレイでペンは使用できません。

ULTRA WiFi 4G 102Z

SoftBank 4G
下り最大 76Mbps

下り最大 76Mbps の SoftBank 4G 対応

自動切替

ULTRA SPEED
下り最大 42Mbps

SoftBank 4G&ULTRA SPEED のデュアル対応
どんどん拡がる「ソフトバンク Wi-Fi スポット」対応

最大

10 台 まで

大容量のデータもサクサク楽しい

同時接続
できる！

最大 10 台まで同時接続できる！
最大 7 時間の連続通信が可能に
サービス提供条件

■「4G データし放題フラット」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・初回のみ翌々月を含む 2 ヵ月間）以外の解約などには契約解除料（9,975 円）
がかかります。
■SoftBank 4G エリア、ULTRA SPEED エリア／データし放題対応エリアにて「4G データし放題フラット」をご利用いただけます。
■本サービスの月額料金、基本使用料、通信料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。新規ご加入の際には、契約事務手数料がかかります。初回の
ご利用料金に合算してご請求いたします。ユニバーサルサービス料が別途かかります。その他詳細については、ソフトバンクモバイル株式会社のホームページをご参照ください。
ソフトバンクモバイルホームページ：http://mb.softbank.jp/mb/price̲plan/data̲com/data̲flat̲4g/
SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の商標登録または商標です。

BBWorks Office 365

使い慣れた
Office の環境を

1 ユーザー 5 デバイスまでインストール可能

メール、予定表など
ビジネスコミュニケーションの基本ツール

最新のバージョンをいつでも利用可能
月額なので初期費用大幅削減！

25GB

Office 365 Pro Plus

メールでのやりとりが
自動的にスケジュールに

多様なコミュニケーションに対応
遠隔地とのやりとりも効率的に

注意事項

本チラシ商材は、同時にお申込みいただいた場合の価格となります。
お申込みいただいた商品は、ソフトバンクモバイルの通信料金と同時に毎月請
求させていただきます。

発行元：ソフトバンク BB 株式会社

増え続けるファイルは安全に効率的にクラウド版
グループウェアサービスで管理、保存、共有
ファイルの履歴管理で、
うっかりミスの手戻りをなくす

25ＧＢの大容量
メールボックス
きわめて強力なスパム、
ウィルス対策

1 ユーザーあたり 7GB のクラウドストレージ付き

業務に対応する Office の最上位スイート製品が利用可能！

マイクロソフトのクラウドサービスで。

￥

無料で実現する外部利用者の招待
外出先からでも会社にアクセスして
提案資料を入手

最新 Microsoft Office の簡易 Web 版で
いつでもどこでも を実現

災害時の安否確保にも
有効な在庫情報

使い慣れた Office（簡易 We 版）を
オンラインで使用し、閲覧、編集

移動時間とコストを
削減するオンライン会議

スマートフォンやスレートＰＣなど
さまざまなデバイスで利用可能

在宅勤務も可能とする
コミュニケーション機能

常に最新の Office を利用して
お客様とのやりとりもスムーズに

お問い合わせ

