ご利用の際は、
マイページに表示されている
パスワードが必要です。

ONLYSERVICE会員なら
LINEで友だち登録すると、
雑誌14誌、マンガ約1万冊が

※弊社及びONLYSERVICE販売代理店にて機器のご契約時
（新規/機種変更）
と同時お申込みの場合に限られます。

【端末・通信機器】保証サービス
●充実のサービスで安心！

通常使用による自然故障、偶発の事故
（火災、盗難、紛失、破損、落雷、水漏れ）
で

安心
使用不能となった場合、利用者に対してリファビッシュ品を3,000円
（税抜）
で交換します。
サービス （同型機種の在庫がない場合、契約時同等使用の最新機種のリファビッシュ品をお渡しします）

無料で

ONLYSERVICEを
LINEで友だち
登録しよう!

リファビッシュ品のご購入時対象端末
（MacBook Air）
を 9,800円
（税抜）
で交換します。

●交換サービスの対応範囲

購入時の端末機器
（端末・通信機器） 共 通

【安心サービスご利用のご確認事項】
●端末交換の申請は、
サービス開始日より2年間で2回を限度とします。
●サービス開始は弊社から端末を発送した翌月からとなります。
●前回の交換サービス実施日の翌日から6ヶ月経過しなければ、新しく申請ができません。
●事故状況説明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交換
サービス申請には応じられません。

Wi-Fi
安心サービス

LIST OF PRICES
サービス名

タブレット
得得セット

モバイル機器（Wi-Fi機器）専用の安心サービス
●充実のサービスで安心！

セット

通常使用による自然故障、偶然の事故
（火災、盗難、紛失、破損、落雷、水漏れ）
で使用不能となった場合、
利用者に対してリファビッシュ品を2,000円
（税抜）
で交換します。
※但し、端末のSIMが必要な場合
（紛失や盗難・水没で使用できない場合）
は、別途再発行手数料として3,000円
（税抜）
が必要となります。なおWi-Fi安心サービスに加入していない場合、機器の再購入は30,000円
（税抜）
となります。

●交換サービスの対応範囲【モバイル機器】

【Wi-Fi安心サービスご利用のご確認事項】
●モバイル機器交換の申請は、
サービス開始日より2年間で2回を限度とします。
●サービス開始は弊社から端末を発送した翌月からとなります。
●前回の交換サービス実施日の翌日から6ヶ月経過しなければ、新しく申請ができません。
●事故状況説明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交換
サービス申請には応じられません。

税抜価格
（円）

モバイルWi-Fi
得得セット

※弊社及びONLYSERVICE販売代理店にて機器のご契約時
（新規/機種変更）
と同時
お申込みの場合に限られます。

故障・破損・水漏れ・全損・盗難・紛失など万が一のときに機器の交換が受けられるサービスです

読み放題

※記載の内容は、予告なく変更する場合があります。
※雑誌は、紙媒体の掲載内容とは異なる場合があります。

MacBook Air 通常使用による自然故障、
偶然の事故
（火災、破壊、落雷、水漏れ）
で 使用不能となった場合、

安心
サービス

Beneﬁt of
Technology
to All People!

万が一の時のために入ってて安心！！

すべての人々にテクノロジーの恩恵を

・安心サービス
ir 安心サービス
・MacBook A

パソコン
得得セット

Aプラン

Bプラン

Wi-Fi安心サービス

無制限クラウド
（for Tab）

Aプラン

セキュリティサービス
安心サービス
遠隔サポート
無制限クラウド

Aプラン

セキュリティサービス
安心サービス
遠隔サポート
無制限クラウド

800

880

1,429

1,572

Wi-Fi安心サービス

無制限クラウド
（for PC）

Bプラン

Cプラン

セキュリティサービス
安心サービス
遠隔サポート
メールサービス

セキュリティサービス
安心サービス
遠隔サポート
Wi-Fi安心サービス

Bプラン

Cプラン

セキュリティサービス
安心サービス
遠隔サポート
メールサービス

セキュリティサービス
安心サービス
遠隔サポート
Wi-Fi安心サービス

MacBook Air安心セット

Wi-Fi安心サービス・無制限クラウド
MacBook Air安心サービス

端末安心セット

Wi-Fi安心サービス・無制限クラウド
端末安心サービス

1,429
1,680
1,200

Wi-Fi安心サービス
メールサービス
共

通

U-NEXT for ONLYムービー
プロバイダーファミリープラン
プロバイダーマンションタイプ

ティ
セキュリ
サービス

【PC/Android】

【PC】

全セキュリティソフトで最高となるウイルス検出率を獲得した総合
セキュリティソフトでメールやインターネットを通じたウイルス感染
を防ぎます

●ユーザー数全世界1億人突破

フィルタリングサービス for PC
WPS Oﬃce
遠隔サポート for PC
無制限クラウド AOSBOX
PC

全世界のユーザー数は1億人！日本以外の国でも使用されているセキュリティソフトです。
このセキュリティソフトは、
日本・中国・タイ・ベトナム・香港・ブラジル・オーストリア・アメリカ
・イギリスなど世界9箇所以上の国と地域で使用されているセキュリティソフトです
1.ひと目でわかる使いやすさ
従来の製品と比べ、
よりシンプルなデザインで一目で分かるボタンやアイコンで
「使いやすさ」
にフォーカスしています。
2.圧倒的な軽さ
セキュリティソフトにありがちな
「動作が重い」
や
「スキャンがなかなか終わらない」
と感じることはありません。
3.安心な無料サポート
有料ソフト同等のサポート体制を無料でご用意しております。ご導入からご利用方法まで専門のサポートスタッフが
ご案内いたします。

フィルタリングサービス for Android
セキュリティサービス for Android
Oﬃce for Android
安心サービス
タブ
レット

パケットチェッカー

メールやWebサイト閲覧、
アプリ機能の通信などではパケット通信が利用されていますが、
「パケットチェッカー」
は現在のパケット量を表示します。今月のパ
ケット量を設定して、使用量オーバー前にお知らせしますので、使用料金の管理、不当請求防止に役立ちます。また、海外滞在中にうっかり使い過ぎてしまうと
いったことも防止できます。

無制限クラウド AOS Cloud
端末安心サービス

セット
アップ

定価
（代引きのみ）
別途オプション申込

1,848
1,320

400
380
1,990
1,200
914
380
430
495
500
380
500
400
980
380
380
380
500
500
500
300
500
5,000
3,000

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、色々なサービスに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かり易く会員の皆様にご案内し、
ご提供いたします。

440
418

お得なオプションセット

2,189

セットでお申込みいただくと月々の料金が大変お得
になります！
！

1,320
1,005

545
550
418

モバイル
Wi-Fi
得得セット
月額

550
440
1,078
418
418

800円 税抜

タブレット
得得セット

1,429円 税抜

月額

418
550
550
550
330
550
5,500
3,300

パソコン
得得セット

1,429円 税抜

月額

MacBook
Air
安心セット

1,680円 税抜

商品・サービスについてのお問い合わせ
【カスタマーサポートセンター】

タスクマネージャー

https://onlyservice.jp/

050-3387-0630
受付時間11：00〜19：00

1,200円 税抜

月額

年末年始・弊社指定休日を除く

●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2019年12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。

Wi-Fi
安心サービス
お客様に
人気の
3プラン セキュリティ

無制限
クラウド

安心サービス

OR

P40019

400

遠隔サポート

OR

無制限クラウド メールサービス

お客様に
人気の
3プラン セキュリティ

Wi-Fi安心サービス

安心サービス

OR

遠隔サポート

OR

無制限クラウド メールサービス

Wi-Fi安心サービス

Wi-Fi
安心サービス

無制限
クラウド

MacBook Air
安心サービス

Wi-Fi
安心サービス

無制限
クラウド

端末安心
サービス

端末安心
セット

※おかけ間違いのないようお願い致します。

「アプリ管理」
は、
アプリの使用頻度を高・中・低の3段階で表示します。ユーザーがインストールしたアプリについては選択ボックスにチェックを入れることで、
まとめて起動、
アンインストールができます。

最大
２ヵ月

418
473

月額

アプリ管理

「タスクマネージャー」
は、起動中のアプリとメモリ使用量を表示します。Android端末は、
マルチタスク機能が特長ですが、複数のプロセスがバックグランドで
活動して動作が遅くなった場合などは、選択ボックスにチェックを入れてまとめてタスクを終了できます。

1,572

「ONLYSERVICE」
とは、
当社が運営する会員制サービスです。

最大
２ヵ月

500

とって
もお得
っ

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Android向けアプリやウイルスを検出します。
「セキュリティチェック」
は、Android上でのスキ
ャンに加え、
クラウドスキャンにより、最新のウイルスの特長や情報をもとに悪質なアプリを検出するので安心です。

遠隔サポート for Android
お楽しみアプリセット

Android端末のウイルスはアプリに悪意あるプログラムを混入させるものがほとんどです。

セキュリティチェック

安心サービス
MacBook Air安心サービス

【Android】

セキュリティサービス for Androidでご提供するソフト
「Android Security」
では 最新のウイルス情報はクラウドに蓄積されるため、
日
々のパターンファイルの更新で余計な通信や電池を消耗することがありません。
また、
セキュリティチェックはお客様の任意のタイミングで開始することができますので、
ほかの動作を妨げることなく端末をお使いいた
だけます。
クラウドスキャンはWi-Fi通信でも3G回線でも行えます。

セキュリティサービス for PC
お楽しみPCソフトセット

●ONLY Internet Security「3つの信頼」

税込価格
（円）

グ
フィルタリン
サービス

遠隔サポート
サポート

【ＰＣ/Android】

ト

電話・リモー

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できます。

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」
の3段階でこどものスマホを
管理できます。

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。

•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。

•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。

•インスタントメッセージをモニター
•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。

サポート範囲

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。

PC

サポート範囲

•ユーザープロファイルを作成

性犯罪の可能性やネットいじめを発見できます。

PC

Android

•文脈自動解析エンジン

家族それぞれにあわせたフィルタリングが可能です。

•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。

•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。

有害サイトから子供を守る！！
「アダルト」
「出会い」
「暴力の助長」
など、有害な内容を含むことでお子様
が危険にさらされたり、
「架空請求」
「ネット詐欺」
などの犯罪に巻き込ま
れる可能性が高くなります。これらの有害サイトの問題を認識し、対策
することが保護者の方に法律で義務付けられました。

出会い系
サイト

学校裏
サイト

最大

Android

※画像はイメージです。

パソコンやタブレットの初期設定、インターネット接続はおまかせ！
各設定に自信がない初心者のお客様にも、届いたその日からパソコン
やタブレットが使用できるサービスです。

※初回のみのサービスとなっております。
※Googleアカウントの設定はサポートしておりません。あらかじめご了承下さい。

料！
月無
2ヶ

お楽しみセット

お楽しみアプリセット【Android】
お楽しみPCソフトセット【PC】

ホテルや温泉、グルメ、レジャーなど
約10,000ヶ所の施設で使えるクーポン

AOS cloud は３台まで補償します

ド

1,300

【AOS BOX（ＰＣ）/AOS cloud（Android/iOS）】
共

大容量のデータも無制限でクラウドが管理します

通

【サービスメニュー例】 税込み・税抜きの表示は施設によって異なります。
また、記載内容が変更になる場合もございますので、超クーポンの公式サイトにて最新情報をご確認ください。

※iOSは連絡先、画像/写真
動画、
カレンダーのみ

安全

お楽しみアプリセットにはとっても役立つ人気有料アプリ20本がセットになります！

お楽しみPCソフトセットにはとっても役立つ定番パソコンソフト7本がセットになります！
ソフト
一例

オンラインストレージとローカルストレージに同時にバック
アップします。

●おまかせバックアップ

連絡先、画像/写真、音楽などのジャンルをクリックする
だけで、全自動でバックアップ。
バックアップ漏れがなくなります。 PC Android/iOS

●高セキュリティ

軍事レベルの暗号アルゴリズムを
利用し、三段階の暗号を実現。
PC

対応OS

WindowsXP/7/8/8.1/10

●安心の大容量クラウド

大量のコンテンツを、容量を気にすることなく、全て
クラウド上で無制限に自動管理します。
PC

●マルチデバイス対応

マルチOS/マルチキャリア/複数台
端末のデータ保管に対応しています。

Android/iOS

Android4.0.3以降、iOS 8以降

●筆 王（定番はがきソフト）

年賀状にも暑中見舞いにも使えて、
クラウドに住所録を自動保存できて便利です。
ご家族で5台までお使いいただけます。

●ThinkFree Oﬃce（先進のOﬃceソフト）

【PC版の注意点】
※バックアップ対象はパソコン本体内蔵HDDのみ
※無制限クラウドAOSBOXは、
クラウド上にデータを保護すると同時に、
パソコンに接続された外付けハードディスクにもデータを自動でバッ
クアップすることができます。復元には容量にかかわらず3〜5時間を要します。ダウンロードの準備ができると、
メールで通知されます。
※PC版は外付ハードディスクに接続できない場合は、
クラウドのみにバックアップします。外付ハードディスクの容量がいっぱいの場合は、古い
ファイルから削除されます。
※バックアップ対象は1台となります。
（Android/iOS版は3台となります。）

Android/iOS

Android/iOS

●全自動バックアップ

インストール後まったく操作不要で、
完全自動でデータをバックアップ
PC Android/iOS
します。

国内
ドラマ

アニメ

キッズ

ドキュメン
タリ―

音楽
アイドル

バラエティ

書

籍

マンガ

ライト
ノベル

雑

誌

その他
♥

動画見放題14万本！
動画レンタル（ポイント作品）2万本！
書籍・マンガ・ライトノベル
合計42万冊以上！
雑誌読み放題70誌以上！

毎月1200ポイント付与！
ポイントを有効活用しよう！
有料作品を観るために使ったり、
映画チケットの割引も可能！

※GEM Partners株式会社調べ
（2019年12月時点）

お子さんにも親御さんにも安心
お得なファミリーアカウント！
ひとつの契約で4アカウントまで使える！
子アカウントは視聴制限のある
作品は観られません。
アカウント同士のプライバシーも
守られます！

1200pt

映画やアニメを持ち出そう

こだわる方にも満足してほしい

作品選びが楽しくなる

使って便利なダウンロード機能

高品質の音と映像

5,000以上のオリジナル特集

■14万本以上の見放題映像、70誌以上の雑誌を、思い切り楽しめます。
■U-NEXTポイント1,200ポイント付与！
（毎月） 最新映画のレンタルや、
マンガの購入、映画のチケットの交換などに
使えます。※初月のみ1,000ポイント付与となります
・残ポイントを上回る有料作品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。

Microsoft Oﬃce 2019に対応した高い互換性を持つオフィスソフトです。
（ファイル形式も同じ） 1クリックでPDFデータの作成もできます。

PC

●Paintgraphic3（写真の修整・合成）

PhotoshopのPSD形式にも対応、本格的な画像編集ソフト。
レイヤーを使って合成したり、幅広い画像編集が楽しめます。
●提供：ソースネクスト ※本書面に表記されている画面画像と実際の画面は多少異なることがあります。
また、製品の仕様やアイコンデザインなどは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

Oﬃce

【パソコン】 OS:Windows7 SP1以上/8 以降/10/Mac OS 10.5.7以上
（インテルベース）
ブラウザ:Google Chrome･Edge・Firefox・Safari
設定:JavaScript Cookieが有効 ※Windows8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。
※推奨環境を満たしている場合でも、回線実速度の不足や通信経路上の混雑、
セキュリティソフトなどの通信制限などにより正常に視聴できない場合
があります。※推奨環境は予告なく変更する場合があります。※ご利用いただくブラウザのバージョンによっては正しく動作しない場合があります。
【スマートフォン・タブレット】 iOS 11.0以上 Android 5.0以上
【テレビ】 インターネット対応テレビ※ ※一部対応していない機種があります。

U-NEXT for ONLYムービー お申し込み前のご確認事項

タブ
レット

PC版では大切なデータをクラウド上と
ローカル上に同時にバックアップできます

韓流
アジア
ドラマ

見放題作品数No.1※

最新のU-NEXT視聴可能デバイスについては
「U-NEXTサービスサイト」
（ https://video.unext.jp/introduction）
をご確認ください

アプリ
一例

PC・タブレット上で削除してしまっても
クラウド上に残る
同期ではない世代管理バックアップで、
うっかり上書き保存や削除してしまっても、
ファイル毎にさかのぼって、
修正前の過去データへのアクセスが可能です。

海外
ドラマ

●対応デバイス

大切なデータは金庫に預けるように無制限クラウドへ！
デバイス上のデータは消えてしまっても、無制限クラウドがデータを安全に保護します。

最大10世代

シネマ
邦画

【月額プラン】ご利用料金：月額1,990円（税抜）
【Android/PC共通】

無制限クラウ

多彩なジャンルで豊富なラインアップ
160,０００本以上※のコンテンツが楽し
めます！※有料作品を含む
シネマ
洋画

•ハード関連/ パソコン本体・周辺機器
•ソフト関連/ Windows・インターネットブラウザ・メールソフトなど
•インターネットサービス関連/ Yahoo!JAPAN・Gmailなど
•ONLYSERVICE全般

セ

薬物
サイト

サポートセンター営業時間：10時〜20時
（年末年始・弊社指定休日を除く）

•タブレット操作のサポート
•標準アプリケーションのサポート
•ワイヤレスネットワーク
（Wi-Fi）
への接続サポート
•ONLYSERVICE全般

ス
ットアップサービ

PC

日本最大級のビデオ・オンデマンド

〜
困った

そんなお客様の困ったをお任せください！
電話サポート・リモートサポートいたします。

•年齢別フィルタリング設定

•18種類のフィルタリングカテゴリ

タブ
レット

パソコンやタブレットの使い方がわからない‼
インターネットにつながらない・
・
・
Wi-Fi
（無線LAN）
の設定方法がわからない・
・
・

NO

【ＰＣ/Android】

【ＰＣ/Android】

iOS

PC

Android

Word・Excel・PowerPointの文書作成・編集ができます。
Microsoft Ｏｆｆ
ｉｃｅと同じ.doc、.xls、.ppt形式での保存が可能。

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。

Microsoft Oﬃce

WPS Oﬃce Standard Edition

保存形式が同じ
見た目が同じ
操作性が同じ

●本サービスは、
「U-NEXT for ONLYムービー 利用規約」
「ユーネクストビデオサービス規約」
により提供します。
●本サービスは、
インターネット環境と対応デバ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、サービ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。
●本サービスのお申し込み、及びご利用は個人名義・個人利用に限ります。また、本サービ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。
●U-NEXTポイントとは有料作品を視聴する際に利用できるポイントです。毎月1,200ポイント付与されます。
●U-NEXTポイントは[ポイント]アイコンがついた作品を視聴する際に1ポイント＝1円相当として利用できます。
●U-NEXTポイントには有効期限があります。U-NEXTポイントの失効日はメニューの
［アカウント］
で確認できます。
（有効期限は予
告なく変更になる場合がございます。）
所持ポイント以上のご利用があった場合には、有料となりますのでご注意ください。
●有料作品にはレンタル作品と販売作品があります。
レンタル作品とは作品ごとにレンタル料金をお支払いいただく都度課金作品
のことです。
レンタル期間内であれば何度でも視聴できます。
レンタル期間は作品ごとに異なります。販売作品とは作品を一度購入
すると、無期限で何度でも視聴できる作品のことです。ただし、退会すると視聴できなくなります。
●ご希望があれば、U-NEXT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。
●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。同作品の同時再生は一番最初に再生をした方となりま
す。
●本パンフレットに記載している内容は2019年12月時点の情報です。
N3093-1912-2006

メールサービス

PC

サイトでの利用制限を気にしなくてOK

Android

フリーメールでの利用を禁止しているサービスも、
利用可能になります。

大切なメールをいつまでも残せます

・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
ウィルス・迷惑メールもしっかり対策!!
・メール転送機能
（最大3ヶ所）
最新のウィルス定義に自動的に対応し、パソコンやタブレ ・迷惑メール検知
ットに届く前にウィルスはブロック！ 迷惑メールは自動で
※すべての迷惑メールの検知を保証するものでは
解析・検知し、迷惑メールは警告スタンプで判別します。
ありません。また正常なメールを迷惑メールとし

メール保存期間が無期限なので安心して使えます。

て検知する可能性があります。

