
380円/月

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。

フィルタリングサービス

495円/月

パソコンやインターネットのわからないこと
を電話サポート、リモートサポートでお任せ
ください。

遠隔サポート

5,000円/回

1,990円/月

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任せください。

セットアップサービス

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アップ
220,000本以上のコンテンツが楽しめます。

U-NEXT 
　for ONLYムービー

500円/月

大切なデータは金庫に預けるようにクラウド
バックアップへ。データを安全に保護します。

400円/月

WPS Office
400円/月

モバイルWi-Fiが万が一のときに機器の
交換が受けられるサービスです。

端末・通信機器が万が一のときに機器の
交換が受けられるサービスです。

Benefi
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【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2021年1月現在のものです。

受付時間11：00～19：00　年末年始・弊社指定休日を除くhttps://onlyservice.jp/

商品・サービスについてのお問い合わせ
オプシ

ョンサ
ービス

につい
ての

詳しい
情報は

こちら
のQR

コード
から

当社H
Pを

ご覧く
ださい

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！！
とってもお得なオプションセット

500円
（税抜）

400円
（税抜）

500円
（税抜）

【Bプラン】

【Aプラン】

【Cプラン】

最大
２ヵ月

最大
２ヵ月

最大
２ヵ月

月額 1,150円（税抜）

月額 1,429円（税抜）

月額 1,770円（税抜）

モバイルWi-Fi得得セットプラス

パソコン得得セット

パソコン得得セットプラス

クラウドバックアップ
（AOSBOX Home PC）

クラウドバックアップ
（AOSBOX Home PC）

セキュリティ 安心サービス 遠隔サポート

セキュリティ 安心サービス 遠隔サポートWi-Fi安心プラス

Wi-Fi安心プラス

入会から38か月経過した後、39か月目以降に
新しいモバイルWi-Fiとの交換申請ができます。
また万が一のときに機器の交換が受けられる
サービスです。

には、たくさんのオプションサービスがあります

オンリーサービスではインターネットライフがより快適になるうれしいオプション
サービスを、分かりやすく会員の皆様にご案内し、ご提供いたします。

for PC

Wi-Fi 安心プラス

あったらうれしいオプションサービスです
毎日の暮らしを便利に

ビジネスでもプライベートでもオフィス文書が
編集・閲覧・新規作成できる。

●価格はすべて税抜です

●価格はすべて税抜です

500円/月
430円/月

Microsoft Office

Word・Excel・PowerPointの
文書作成・編集ができます。

保存形式が
同じ

見た目が
同じ

操作性が
同じ

大切なデータは金庫に預けるようにクラウドバックアップへ！
パソコン上のデータが消えてしまったり、容量が一杯になってしまっても、
1ファイル最大サイズ15GB、1ヵ月の最大保存容量500GB内であれば、クラウド
バックアップに容量無制限で保管可能です。 無料作成で便利なクリップアート777種やリコー

フォント29種類が標準搭載。
またご利用中は常に最新版のOfficeが利用可能。

容量を気にせず、クラウドがデータを管理します。

安全

最大10世代保管
PC上のデータが消えてしまっ
ても、履歴管理バックアップ機
能でクラウドには残ります。　

750円/月

Wi-Fi 安心サービス

500円/月

安心サービス

380円/月

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す。

セキュリティサービス

ONLYSERVICEが自信をもっておすすめする
安心のサービスです

万が一の事があっても
大丈夫！！

WPS Officeクラウドバックアップ
AOSBOX Home PC

クラウドバックアップ
AOSBOX Home PC

1,990円/月
※画像はイメージです。

N3288-2010-2000

【月額プラン】 
多彩なジャンルで豊富なラインアップ220,０００本以上のコンテンツが楽しめます！

■20万本以上の見放題映像、80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

見放題作品数No.1※
動画見放題20万本！

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57万冊以上！

雑誌読み放題80誌以上！
※GEM Partners株式会社調べ（2020年11月時点）

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
交換なども可能！

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！

毎月1200ポイント付与！ お子さんにも安心

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

・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。

日本最大級のビデオ・オンデマンド ▲ 詳しい内容はこちらのホームページからご覧ください
https://onlyservice.jp/option/u_next.html

●おまかせバックアップ
バックアップしたいジャンルを選択するだけで、
バックアップ漏れを防ぎます。

●全自動バックアップ
面倒な手作業は不要。全自動でバックアップす
るので安心です。

●堅牢なデータ保管
信頼性の高いAmazon Web Services(AWS)
を採用。日本国内複数拠点で冗長化管理されています。



●価格はすべて税抜です

オプショ
ンサービ

ス

につい
ての

詳しい情
報は

こちらの
QRコー

ドから

当社HP
を

ご覧くだ
さい 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。
※契約時のみ対応のサービスです。
※Googleなど他社サービスのアカウント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。

5,000円/回

有害サイトから子供を守る！！

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。

薬物
サイト

出会い系
サイト 学校裏

サイト

「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。

万が一のときに
機器の交換が受けられる
サービスです

750円/月

入会から38か月経過した後、
39か月目以降に新しい
モバイルWi-Fiとの交換申請
ができます。

まさかの故障や事故でも
これに入っていれば
大丈夫！

一定期間契約すると
新しいモバイルWi-Fiと
無料交換できる

※モバイルWi-Fi 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。
※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。

※購入いただいたモバイルWi-Fi と同等の商品との交換
が可能です。
※1度目の交換月から 36ヶ月経過しなければ新しく申請
ができません。

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。また、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ったり、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。

通常使用による自然故障、偶然
の事故（火災、盗難、紛失、破壊、
落雷、水漏れ）で使用不能となっ
た場合、リファビッシュ品の端末
を2,000円で交換できます。

●ユーザー数全世界1億人突破
このセキュリティソフトは、日本・香港・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ます

●ONLY Internet Security「3つの信頼」
　①ひと目でわかる使いやすさ　②圧倒的な軽さ
　③安心な無料サポート

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

アンチウイル
ス、

システムメン
テナンス

（パソコンの
診断）を

ひとつにまと
めた

総合セキュリ
ティ

ソフトです

400円/月

500円/月

モバイルWi-Fi専用の
安心サービスです。

端末・通信機器の
安心サービスです。

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円で交換し
ます。（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）

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円で交換し
ます。
※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。
※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。

※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。
※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。

あなたの大切な
パソコンになにかあっても安心！

軽くてコンパクトなモバイルWi-Fiだからこそ
つい落としてしまうなんてこともっ

380円/月

380円/月

495円/月

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）　

パソコン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・・・

サポートセンターの電話番号はマイページから確認できます

フィルタリングサービス

遠隔サポート

セットアップサービス

Wi-Fi 安心プラス

Wi-Fi 安心サービス

安心サービス

セキュリティサービス

そんな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。
タブレット操作のこと、インターネットブラウザや標準アプリケーション
のわからないこと、オンリーサービスのことなど何でもお聞きください。


