
【スマホ】お見舞い金サービス　
保証期間外の故障や水漏れなどの際に支払った修理代金の100%(上限\20,000)を”お見舞い金”
としてお支払いします。全損、または盗難や紛失のあった場合、端末購入費のうち\20,000を”お見舞
い金”としてお支払いします。

【TAB】保証サービス　
メーカー保証が対応していない故障にも5年間保証対応！故障・盗難・紛失・修理不能な場合、利用
者に対して同等品またはリファビッシュ品のタブレットと交換します。

※但し、天災による事故、故意の破壊行為、故障していないもの、シリアル番号が確認できないものは保証対象となりません。

【PC】保証サービス
通常使用による自然故障、偶発の事故(火災、盗難、紛失、破壊、落雷、水濡れ)で使用不能となっ
た場合、利用者に対して同等品またはリファビッシュ品のパソコンと交換します。
(同型機種の在庫がない場合、契約時同等仕様の最新機種をお渡しします)
【ONLYパソコン安心サービスご利用のご確認事項】
●パソコン交換の申請は、サービス開始日より2年間で2回を限度とします。
●端末交換を申請・受理された場合は、端末受取月の翌月1日から新しい端末を対象とした契約として更新することがで
　 きます。その場合は更新された月の1日から2年間に2回の交換申請が限度となります。
●前回の交換日の翌日から6ヶ月経過しなければ、新しく申請ができません。
●事故報告書および必要添付書類が提出されない場合、または本サービス利用料金の未納がある場合は端末の交換申
　 請には応じられません。●サービス開始は、お申込の翌月からとなります。

【ONLYスマホ安心サービスご利用のご確認事項】
●見舞金の申請は、サービス開始日より2年間で2回を限度とします。●見舞金は非課税です。
●買替え端末代に対する見舞金を申請・受理された場合は、見舞金受取月の翌月1日から新しい端末を対象とした契約
　 として更新することができます。その場合は更新された月の1日から２年間に２回の見舞金申請が限度となります。
●前回のお見舞金支払い日の翌日から６ヶ月経過しなければ、新しく申請ができません。
●修理はお客様ご自身でメーカーおよび専門会社へご依頼下さい。
●事故報告書および必要添付書類が提出されない場合、または本サービス利用料金の未納がある場合は見舞金の支払
　 申請には応じられません。　●サービス開始はお申込の翌月からとなります。

（同型機種の在庫が無い場合は、代わりの契約時同等仕様の最新機種をお渡しします）■保証の対象範囲
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http://www.only.ne.jp

安心サービス ※弊社及びONLY SERVICE 販売代理店にて機器のご契約時（新規/機種変更）
　　と同時お申し込みの場合に限られます。

セキュリティサービス 【PC/TAB】

ONLYセキュリテーサービスとは、パソコンに侵入するウイルスを監視し、万が一ウイルスが侵入した場合にも、感染する前に駆除
することができるウイルス対策ソフトです。クラウドウイルススキャン技術を搭載した「ウイルス対策」、ハッカー攻撃防止やトロイの木馬による攻撃をブ
ロックし、1クリックでパソコンの最適化ができる「システムディフェンダー」が同梱されています。使いやすいインタフェースで、初心者の方でもカンタンに
セキュリティ対策ができます。

『遠隔操作ウィルス』にも有効な防御体制　遠隔操作ツールが外部からパソコン内にダウンロードされようとした時点で事前に
検出し駆除するだけでなく、万が一侵入を許した場合にもシステムの設定が変更される前に警告を表示し、遠隔操作ツールによる無断でのシステ
ム設定の変更を阻止します。

アンチウイルス
Android端末にインストールしたアプリをスキャンして、悪質なアプリを検出します。
今回のバージョンからはリアルタイムガード機能により、インストール直後にクラウドスキャンでアプリをスキャンするため、より安心となりました。

パケットチェッカー
あらかじめ設定した当月のパケット使用量を設定しておくことにより、3G通信によるパケット量をカウントし、設定の上限に近づくとポップアップで
お知らせします。海外旅行などの時に設定しておくと、パケット通信の使いすぎを防ぐことができます。

タスクマネージャー
起動中のタスク及びメモリ使用量を確認できます。メモリ不足等の場合は、プロセスを終了させることにより、メモリの開放ができます。
ウィジェット表示させることもできます。

アプリ管理
Androidにインストールされているアプリを一覧表示します。アプリの詳細の確認やアプリの実行、アンインストールが行えます。

【TAB】

25GB25GB
大容量25GB。最大10世代まで、

オフィスファイル、メール、写真、音楽、
動画までなんでもバックアップできます。

ジャンルを選ぶだけのおまかせ
バックアップ。ファイル・フォルダを

個別に選んでバックアップも可能です。

面倒なアップロード作業は不要。簡単な
初期設定のあと、ONLYクラウドバックアッ
プが対象データを自動バックアップします。

パソコン上でうっかりデータを
消したり、上書き保存をしてしまっても、

10世代までクラウド上から復元できます。

クラウド上の写真やファイルを
特定の人と簡単に共有できます。

FacebookなどSNS連携も簡単です。

クラウド上で見たいファイルを
らくらく検索。フォルダ名を忘れても、

ファイル名からすぐに探して閲覧できます。

安全

安心

PC・タブレット上で削除しても

大切なデータは金庫に預けるように、ONLYクラウドバックアップに！
データは、なくしてしまったら、取り戻すことができない貴重な知的財産です。
デバイス上のデータは消えてしまっても、 ONLYクラウドバックアップがデータを安全に保護します。

クラウドバックアップAOSBOX 

サポートサービス 【PC/TAB】

サポートいたします！
使い方がわからない！インターネットにつながらない！ソフトを使い
こなしたい！Wi-Fi（ﾜｲﾌｧｲ）の設定方法がわからない…

サポート時間：３６５日　10：00 ～ 22：00
サポート範囲：【PC】パソコン　電話・リモートサポート
　　　　　　　　 　1.ハード：パソコン本体、周辺機器、プリンター（複合機除く）
　　　　　　　　　 2.ソフト ：Windows、Office（Microsoft/EI/KING)
　　　　　　　　　　　ウィルス対策ソフト、ブラウザ、メールソフトなど
　　　　　　　　　 3.インターネットサービス関連、Ｙａｈｏｏ、Gメール、Ｍｉｘｉ
　　　　　　　　　　　Gree、音楽ダウンロードなど
　　　　　　　　　 4.ＯＮＬＹ ＳＥＲＶＩＣＥ
　　　　　　　　　 【TAB】タブレット（Android端末）　電話サポート
　　　　　　　　　 1.端末操作のサポート　2.標準アプリケーションのサポート
                   3.ワイヤレスネットワーク（Wi-Fi）への接続サポート
　　　　　　　　　 4.ＯＮＬＹ ＳＥＲＶＩＣＥ

メールサービス 【PC/TAB】

メール保存期間が無期限、ウィルス・迷惑メールもしっかり対策！
サイトでの利用制限を気にしなくてOK
（フリーメールを禁止しているサービスも利用可能に！）
・メール蓄積容量30MB上限　・送受信　最大10MB/１通　・webメール機能有　
・SMTP認証　・サブミッションポート対応　・メール転送機能（最大３箇所）
・迷惑メール検知 ※全ての迷惑メールの検知を保証するものではありません。また正常なメールを
　迷惑メールとして検知する可能性があります。

www.only.ne.jp
サービス情報はこちら

年末年始・当社指定休日を除く
※おかけ間違いのないようお願い致します。

カスタマーサポートセンター　050-3387-0630

●掲載されている製品/サービス名称、社名、ロゴマークなどは該当する各社の商標または登録商標です。
●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●内容は平成26年6月現在のものです。なお製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

商品・サービスについてのお問合せ先

Copyright © BENEFIT JAPAN Co.,LTD. Allrights reserved. 

〈サービスに関するお問い合わせは下記またはカスタマーサポートセンターまで〉

TEL受付時間　11:00 ～ 19：00

  ﾒｰﾙ      ﾑｰﾋﾞｰ  ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ  ｵﾌｨｽ  ｽﾏｰﾄﾊﾟｽ

ｻﾎﾟｰﾄ   ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ ｾｷｭﾘﾃｨ    　安心　   快速    ｾｯﾄｱｯﾌﾟ

ONLY得得セット 最大６０日 ５００円(税抜)
オンリーサービスのお客様から要望の多かったセットサービスです。
タブレット（Android端末）・パソコンを安心・快適に利用するための充実したお得な内容となっています

税抜価格
（円）

税込価格
（円）

Aプラン

Bプラン

Aプラン

Bプラン

３８０ 410

１,９９０ 2,149

２,３２４ 2,509

１,２００ 1,296

９１４ 987

３８０ 410

３８０ 410

４９５ 535

４６７ 504

３８０ 410

５００ 540

６００ 648

５７０ 616

３８０ 410

３８０ 410

５００ 540

４００ 432

５００ 540

４６７ 504

１５０ 162

５,０００ 5,400

得得セット申込 １,０００ 1,080

別途オプション申込 ３,０００ 3,240

タブレット 得得セット申込 ３,０００ 3,240

サービス名

セ
ッ
ト

タブレット得得４点セット

１,４２９ 1,543

パソコン得得４点セット

共
通

ONLY メールサービス

ONLY ムービー with U-NEXT                               

ONLY ムービー with U-NEXT プログラムガイド有 

ONLY プロバイダーファミリータイプ　

ONLY プロバイダーマンションタイプ　

パ
ソ
コ
ン

ONLY フィルタリングサービス

ONLY  Office Standard

ONLY パソコンサポートサ－ビス

ONLY クラウドバックアップ AOS BOX

ONLY インターネットセキュリティサービス

ONLY スマートパス

ONLY パソコン安心サービス

セ
ッ
ト
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定価（代引きのみ）
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タ
ブ
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ONLY タブレットフィルタリングサービス

ONLY タブレットセキュリティサービス

ONLY  Office for Tablet

ONLY 安心サービス

ONLY スマホ安心サービス（＋iPhone）

ONLY タブレットサポート

ONLY クラウドバックアップ AOS BOX タブレット

ONLY 快速 for Android

1年間

メ ー カ ー 保 証メ ー カ ー 保 証 自 然 故 障 を 保 証自 然 故 障 を 保 証
プラス偶然な事故(火災・盗難・破壊・破裂・落雷・水濡れ)で
                   使用不能となった場合も保証
プラス偶然な事故(火災・盗難・破壊・破裂・落雷・水濡れ)で
                   使用不能となった場合も保証

5年間
自 然 故 障 だ け で な く 偶 然 な 事 故 も 保 証 致 し ま す。

●前回の交換日の翌日から6ヶ月経過しなければ、新しく
　 申請ができません。
●事故報告書および必要添付書類が提出されない場合、
　 または本サービス利用料金の未納がある場合は端末の交
　 換申請には応じられません。　
●サービス開始は、お申込の翌月からとなります。

【PC】



スマートパス 【PC】

powered by

年賀状ソフト、DVD作成ソフト、デザイン・グラフィックソフト、タイピングソフトを含む
７０種類以上、パソコンソフトの常に最新バージョンをどんなに使っても
月々定額600円（税抜）肝心のパソコンの使い方で困ったときは「できるシリーズ」で解決！

最新バージョンのお好きなパソコンソフト何本でも使い放題!!

動作環境 
WindowsOSに対応し、1台までの機器にインストールできる製品です。

筆王 Ver.18 生活・実用

初めての方にもやさしい住所録＆はがき作成ソフト。宛名印刷も住所録
管理はもちろん、オリジナルデザインのはがきを誰でも簡単につくれます。
素材数は300,000点以上！新着素材を1,000点以上追加し、さらに
パワーアップ！

特打® 教養・趣味・教育・知育

ガンガン打てば気分爽快、タイプ上達。ソフト内ではキーボードは拳銃。
キーを押すごとにバキューンと銃声が鳴ります。キーボードの画像を使わな
い独自のメソッドとゲーム感覚で、それまでのタイピングソフトの常識を打ち
破り、大ブームを巻き起こしたソフトです。

たっぷりデジカメ デザイン・グラフィック
デジカメの管理・補正・印刷・スライドショーなどの作成までおこなえるデジ
カメ写真の総合ソフトです。撮りためたデジカメ写真をさらに楽しく活用で
きます。

驚速® for Windows ユーティリティ
パソコンの動作の重さや遅さを、インストールするだけで特別な設定なしに
解決するパソコン高速化ソフトです。最新版「驚速」に2本の専用ソフト
「驚速デフラグ」「驚速メモリ」の基本機能まで搭載しています。

B's サウンドレコーダー 映像・音楽

web動画など、そのパソコンで再生できる音声なら、どんな音声も録音で
きるソフトです。設定画面は1画面。ステレオ/モノラルなどのオーディオ設
定と、ファイルの形式を確認して、「録音」ボタンを押すだけのかんたん操
作です。

特単®英語208/必勝！TOEICテスト編 英語学習・語学
話題の学習法「be208」で、英語が効果的に身につくソフトです。「これさ
え知っていれば、TOEICスコアがアップする」という208パターンが、しっかり
楽しくマスターできます。

100万人のための3D将棋 PCゲーム
対局するコンピュータの棋力を最弱～最強100段階から選択できるの
で、初心者から有段者まで、幅広い方に楽しんでいただけます。レベル
100(最強)はアマチュア四段の強さ！

ペタット ラベル印刷 ビジネス・オフィス
ラベルはもちろん、CDレーベルや名刺、値札、カレンダーなどさまざまな
印刷物を簡単に作成できるソフトです。
9,500種類以上のデザインテンプレートを搭載しています。

【ソフト代表例】※掲載以外でも厳選されたソフトが７０種類以上！

キ ッ ズ
 書籍・

コミック

ONLY

※残ポイントを上回るPPVのご利用があった場合は、別途料金が発生します。※デバイスによって視聴できるコンテンツ
   が異なる場合がございます。※小さなお子様に見せたくないR指定作品の視聴制限ができます。

●対応デバイス　※推奨環境は予告なく変更する場合があります。
【TAB】　◆Android 　　　OS 3.0 / 4.0  　　◆iOS　 5.x
【 PC 】  ◆OS 　　　Windows
 　　　　　◆バージョン 　　　Windows Vista SP2以上/7/8
 　　　　　◆ブラウザ 　　　Google Chrome 12以降（推奨）Internet Explorer 7.0以降
 　　　Firefox 3.6以降
 　　　　　◆プラグイン 　　　Adobe Reader・Silverlight 5.0.61118.0以上
 　　　　　◆コンポーネント　x86またはx64 1.6GHz以上のプロセッサ および512MB以上のRAM
 　　　　　◆設定 　　　JavaScript・Cookieが有効
 　　　　　◆回線速度 　　　有線または無線での速度で実測2Mbps以上

ONLYムービー with U-NEXT お申し込み前のご確認事項
●本ｻｰﾋﾞｽは、「ONLYムービー with U-NEXT利用規約」「ﾕｰﾈｸｽﾄﾋﾞﾃﾞｵｻｰﾋﾞｽ規約」により提供します。
●本ｻｰﾋﾞｽは、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境と対応ﾃﾞﾊﾞｲｽがあれば居住地域(日本国内のみ)に関わらずご利用可能です。
●お客様のご利用環境を含む通信設備、もしくはﾈｯﾄﾜｰｸ混雑状況などによりご視聴が困難な場合があります。
●月額利用料は、ｻｰﾋﾞｽ開始月の翌月から退会月までは、お申込内容に準じ料金が発生します。
　退会のお申し出は毎月末日までにご連絡頂きますと当月末日でご退会となります。
●本ｻｰﾋﾞｽのお申し込み、及びご利用は個人名義・個人利用に限ります。また、本ｻｰﾋﾞｽの第三者への譲渡、売買、
　ﾚﾝﾀﾙ､ﾘｰｽ、貸与など、商用目的での使用はできません。
●PPV（ペイ・パー・ビュー）とは、1本の視聴ごとに課金されるビデオサービスです。毎月1,000PPVポイント付与され
　ます。一部ポイント対象外のPPVコンテンツがあります。1pt＝1円・PPVポイントの有効期限は、ポイント発行日から
　45日間です。所持ポイント以上のPPVのご利用があった場合は、別途料金が発生します。
●本サービスを追加等で申込される場合、初期登録料2,229円(税抜)が初回のみ発生いたします。
●ご希望があればプログラムガイドを、月額334円(税抜)でご提供いたします。提供開始はサービス開始月の翌月
  中旬以降となりますのでご了承ください。
●Windows 8 でInternet Explorer10をご利用いただく場合は、デスクトップモードからご利用ください。
　 Windows Updateを有効にしていただき、OSやディスプレイドライバなどのソフトウェアを常に最新の状態にしてご利
　 用ください。
●ファミリーアカウントサービスを設定すると、最大4つの同時再生が可能。同コンテンツ同時再生は一番最初の方とな
   ります。
●掲載の情報は2014年6月時点のものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N1216-1404-1409

即 快速！
[即 快速！]ボタンをワンタップするだけで、タスククリア、ヒストリークリアを瞬時に実行できます。

自動加速
設定画面から自動加速設定を行うことで、画面OFF時、一定時間毎、決まった時刻に、
作業中アプリ終了、履歴クリアを自動的に実行します。

作業中アプリ終了 
Android端末の動作が重くなった場合など、使用しない不要な作業中アプリを終了させることで、
空きメモリが増加し動作が軽くなります。

履歴クリア 
Gmailや、Google Play、ブラウザ（デフォルト）の検索履歴や、
クリップボードの履歴情報を削除することで、あなたのプライバシーを守ります。 
使用しているアプリの不要なキャッシュデータを削除することで、空き容量を増やします。

アプリ移動
アプリをまとめてSDカードへ移動することで本体メモリの空き容量を増やします。

アプリクリア
不要なアプリ（プリインストールを除く）をアンインストールすることで、空き容量を増やします。

Wi-Fi自動切断
事前に登録したWi-Fiアクセスポイントの接続が切れた際に、自動的にWi-FiをOFFにします。
不要なWi-Fi接続による電池の消耗を回避します。

電波回復
電波が悪いところや圏外になりそうな場所でリフレッシュ。電波を回復させます。

ONLYOffice

ONLYOffice

互換対象となるMicrosoft Office のバージョンは2000/Xp/2003/2007/2010になりますが、グラフィカルな
表現の再現を保証するものではありません。Microsoft Office2010形式（.docx、.xlsx、.pptx形式）での
読み込みに対応しておりますが、保存は.xlsx、.docxのみ対応しております。

閲覧したオフィスデータのテキスト内容をタブレット端末
上で簡単に編集できます。
文字の削除・追加・装飾などの基本機能から、エクセルのグラフの元データ編集・関数入力
などの高度な編集まで、タブレット端末であってもPCのオフィスソフトさながらにお使いいただけ
ます。また、編集したデータを、別名で保存したり上書き保存するだけでなく、ワード・テキスト
・エクセル・パワーポイントの新規ファイル作成を行うことができます。外出先でオフィスデータの
修正や新規作成が必要になったとしても、わざわざノートパソコンの電源を入れる必要はあり
ません。 

保存形式は、.doc ワード .xls エクセル 
.ppt パワーポイントの拡張子を選択でき
ます。相手がMicrosoftOfficeを利用し
ていても、相互にやりとりが可能です。 

Microsoft Officeで作成された文書
をそのままの状態で開いて編集できま
す。文書のズレもほとんどゼロで、違和
感なく作業ができます。

Microsoft Office 2003および2010
に近い メニューバーやツールバーの搭載
により、マイクロソフトオフィスのユーザー
様が直感的に機能を把握し利用できる
インターフェイスを提供しています。 

ビジネスからホビーまで幅広いシーンで活躍
写真管理、はがき作成、ビジネス書類作成まで、パソコンライフの可能性が広がります

ワンタップでAndroidを
即　快速！
フリーズや重たい動作を
瞬時に解決！
作業中のアプリ終了、
履歴のクリアをワンタップで
瞬時に！

快速 for Android 【TAB】

プロバイダー

ONLYムービー with U-NEXT 【PC/TAB】 Office 【PC/TAB】

ONLYプロバイダーは乗り換え専用のプロバイダーサービスです
現在フレッツ光をご利用のお客様、毎月のご利用料金がお得です。
乗り換え手続きはとっても簡単。

【PC/TAB　ﾌﾚｯﾂ光ﾕｰｻﾞｰ限定】

【乗り換えは簡単！】
フレッツ光回線はそのまま！面倒な工事は必要ありません。
そのままでプロバイダー乗り換えがOK
フレッツ・テレビや、ひかり電話のNTTオプ書音サービスはそのまま
利用OKです。

フィルタリングサービス  【PC/TAB】

フィルタリングサービスは、自殺サイト、学校裏サイト、アダルトサイト、暴力、出会い系などの
有害サイトをブロックします。
できたばかりの有害サイト、未知のURLでも文脈自動解析エンジンが、瞬時に、内容を動的に
文脈を解析し、有害なサイトのブロックを行います。ブロックするだけでなく、あなたのマシンにアラ
ートとレポートを送り、お子様のパソコンを離れた所から管理することも出来ます。

フィルタリングでできること【PC】
有害サイトをブロック
アダルト、出会い、薬物サイト等の表示をブロックします。

アクセスをコントロール
ネットを使う時間に上限を設定できます。

インスタントメッセージをモニター
性犯罪の可能性やネットいじめを発見できます。

アラートを送信
あなたのマシンやメールにアラートとレポートを送ります。

ユーザープロファイルを作成
家族それぞれにあわせたフィルタリングが可能です。

フィルタリングでできること【TAB】
アプリ管理　＜新機能＞ 
インストールされるアプリの使用を「ブロック・許可」します。

18種類のフィルタリングカテゴリ
フィルタリングカテゴリは18種類、主な有害サイトを的確にブロック
します。 

年齢別フィルタリング設定
小学生、中高生、など年齢に合わせた設定が用意されています。 
「ブロック」「注意」「許可」 「ブロック」「注意」「許可」の3段階でこど
ものスマホを管理できます。

ユーザープロファイルを作成
家族それぞれにあわせたフィルタリングが可能です。

文脈自動解析エンジン
新しく出来たばかりのサイト、更新の頻繁なブログも瞬時に判断して
ブロックします。

ワード・エクセル・パワーポイントの文書作成・編集※1ができます。
Micro Officeと同じdoc、xls、ppt形式での保存が可能。
Micro Officeしか持ってない方とのデータのやりとりも自由自在です。

日本最大級のビデオ・オンデマンド
多彩なジャンルで豊富なラインナップ
５５,０００本以上（月間２，０００本以上更新）のコンテンツが
見放題(PPVコンテンツを含む）で楽しめます！

初期登録料2,229円(税抜)が無料！
新作等のPPV作品が無料となるポイ
ント1,000円分プレゼント(初回から)

※1.TAB版は.pptファイル」は」編集、閲覧のみとなります。
※本製品はマクロ（VBA)を搭載しておりません。

【PC】

【TAB】

※ご希望の方には１メールアドレスの発行サービスをいたします。
※ONLYプロバイダーを退会し、メールオプションを残される場合、ONLYメール ３８０円/月額(税抜)でご提供します。
※初回のご請求月から２年未満のご退会に関しましては、１５,０００円(税抜)の事務手数料が別途かかります。
※退会のお申し出は毎月20日までにご連絡頂きますと当月末日でご退会となり、21日以降にご連絡いただいた場合
　 は翌月末日でのご退会となります。

セットアップサービス  【PC/TAB】

初期の立ち上げ・Wi-Fi設定・インターネット接続・その他オプション
初期設定はお任せ！機器の設定に自信がない初心者のお客様にも、届いたその日から使用できるサービスです。

「ONLY SERVICE」とは、当社が運営する会員制サービスです。
各サービスをご利用いただくにあたり会員登録をさせていただきます。
ネット環境は今やライフラインの一つになっていますが、色々なサービスがあって非常に複雑になっているのが
事実です。
複数の通信キャリアや通信メーカーの機器・サービスを取り扱う中立な立場より、お客様の視点に立ち抱え
ている問題や、よりよいライフスタイルの向上を分り易く会員の皆様にご案内し、ご提供いたします。
新商品・新サービスのご案内はお電話、もしくは郵送にてさせていただきます。

New services

のご利用にあたって


