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四国電力グループの STNet が提供する、ピカラ利用者に
「ピカラでソフト使い放題」の提供を開始
最新のパソコンソフト・電子書籍が使い放題となるうえ、
遠隔サポートまでついて月額 600 円で提供
株式会社オプティム（社長：菅谷 俊二、東京本社：東京都港区、以下 オプティム）と、四国電力グルー
プの株式会社 STNet（社長:中村 進、本社:香川県高松市、以下 STNet）は、STNet が提供するインター
ネットサービス「ピカラ光ねっと」及び「お仕事ピカラ」をご利用のお客様へ、オプティムの月額定額制のパ
ソコンソフト使い放題サービス、「パソコンソフト使い放題 powered by OPTiM」を、「ピカラでソフト使い放
題」(別紙参照)として、本日、2014 年 11 月 20 日（木）より提供開始いたします。
本サービスは、パソコンを利用する上で欠かせないウイルス対策ソフトをはじめ、年賀状作成ソフト、住
所録管理、オフィス互換ソフトなどさまざまなソフトが使い放題となるだけでなく、そのソフトのインストール
方法から使い方まで、電話や遠隔サポートツールを使って 365 日サポートが受けられるため、初めてご利
用になるソフトでも安心してお使いいただけます。
【本サービスの特長】
1．追加料金はなく、月額定額制で何度でも利用可能
ご家庭向けソフト、ビジネス向けソフトどちらも Windows®パソコンをフル活用できるソフトや電子書籍を
多数取り揃えているので、利用シーンに合ったコンテンツがいつでも何度でもご利用いただけます。さらに
追加料金もなく、各ソフトのバージョンアップに対応しているため、常に最新バージョンのコンテンツをご利
用いただけます※1。なお、今後も使い放題となるコンテンツは、追加される予定です。
※1 全てのコンテンツが常に最新バージョンをご利用頂けることを保証するものではございません。

2．365 日対応のサポートにより安心
インストール方法がわからない、ソフトの操作に不安があるなどのお困りごとに関して、本サービスでは、
各ソフトのインストール方法から使い方まで、365 日電話だけでなく遠隔サポートツール「Optimal Remote」
を使ってお客さまのパソコン画面を遠隔で操作しサポートいたします。
遠隔サポートツール「Optimal Remote」とは、お客さまの実際のパソコンの画面を共有し、お電話で説
明しながら不明点などを解決していくサポートツールです。「ピカラでソフト使い放題」専用ツールの画面上
のボタンをクリックするだけで起動するので、簡単にご利用いただけます。

【サービス概要】
名称

ピカラでソフト使い放題

初期費用

無料

月額料金（税抜）※2

1 つの ID につき、600 円

主なジャンル

ウイルス対策、年賀状作成、オフィス互換、動画編集、
教養、語学、電子書籍など

コンテンツ数※3

119 種類

対象デバイス

Windows®パソコン

※2 １つの契約で複数のパソコンにインストールできますが、同時には利用できません。
インストールされるコンテンツ数が増えても、追加料金はありません。
※3 2014 年 11 月時点のコンテンツ数となります。

【ご利用条件】
ピカラ光ねっと又はお仕事ピカラをご契約いただいている方
【提供開始日】
2014 年 11 月 20 日（木）
オプティム及び STNet では、今後とも個人向け光サービスの普及を通して、地域の皆さまの豊かな暮ら
しのために、また四国のブロードバンド普及のために貢献してまいります。

以 上

【株式会社オプティムについて】
商号：
株式会社オプティム
上場市場：
東京証券取引所マザーズ（2014 年 10 月 22 日 上場）
証券コード：
3694
URL：
http://www.optim.co.jp
佐賀本店：
佐賀県佐賀市高木瀬町東高木 223-1
東京本社：
東京都港区愛宕 2 丁目 5 番 1 号 愛宕グリーンヒルズ MORI タワー 19 階
代表者：
菅谷 俊二
主要株主：
菅谷 俊二
東日本電信電話株式会社
設立：
2000 年 6 月
資本金：
348,060 千円
事業内容：
オプティマル事業
・ クラウドデバイスマネジメントサービス
・ リモートマネジメントサービス
・ サポートサービス
・ その他サービス

【株式会社 STNet について】
商号：
株式会社 STNet
URL：
http://www.stnet.co.jp/
本社：
香川県高松市春日町 1735 番地 3
代表者：
中村 進
設立：
1984 年 7 月 2 日
資本金：
100 億円
事業内容：
（1）電気通信事業法に定める電気通信事業
（2）情報処理システム、通信システムおよびこれらに関するソフトウェアの設計、開発、
管理、運用、保守および販売
（3）情報処理システム、通信システムに関する調査、研究、コンサルティングおよび研
修
（4）情報処理サービスおよび情報提供サービス
（5）情報通信機器・設備、放送関連機器・設備の開発、製作、販売、賃貸、リース、管
理、保守
（6）電気通信工事、電気工事、放送施設工事の設計、施工
（7）情報処理システム、通信システムおよびこれらに関するソフトウェアの販売に関す
る代理店業務
（8）電気通信サービス、放送サービスの提供に関する代理店業務
（9）放送法に定める一般放送事業
【Copyright・商標】
※ 記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。
※ Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合
わせ先などの情報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。

本発表に関するお問い合わせ先
株式会社オプティム
マーケティング広報担当

[電話]03-6435-8570 [FAX]03-6435-8560
[URL]http://www.optim.co.jp[Email]press@optim.co.jp

村上
株式会社 STNet
ブロードバンド営業部

[電話]087-887-2412 [FAX]087-887-2456
[URL]http://www.stnet.co.jp[Email]info@stnet.co.jp

（山口・高橋）
サービスに関するお問い合わせ先
株式会社 STNet
ピカラサービスセンター

[電話]0800-100-3950 [FAX]087-887-8878
受付時間／平日 9:00～21:00 土日祝日 9:00～19:00
[URL]http://www.pikara.jp[Email]info@pikara.jp

（別紙）

「ピカラでソフト使い放題」のサービス概要

「ピカラでソフト使い放題」は、ご家庭向けの定額制使い放題サービスです。ウイルス対策ソフト、ハガキ
作成ソフト、ゲーム、売上 No1 パソコン解説書「できるシリーズ」最新版など Windows®パソコンを丸ごと活
用できる 119 種類のコンテンツ※1 と、その使い方サポートがセットになって月額 600 円（税抜）でご利用い
ただけます。
【「ピカラでソフト使い放題」の特長】
1. 総額約 43 万円、119 種類の多種多様なコンテンツが、月額定額制で使い放題
ソフトやパソコン解説書「できるシリーズ」最新版などの電子書籍、合計119種類の多種多様なコン
テンツが月額定額制でいつでもいくつでも何度でも自由にご利用いただけます。しかもご利用料金は、
月額 600 円(税抜)と安価にお使いいただけます。
2. ご家庭にて必要となるコンテンツを本サービス１つで取り揃え
パソコンを利用する上で必須のウイルス対策ソフト、これからの季節に欠かせない年賀状作成の
ハガキ作成ソフトやパソコン高速化ソフトなどに加え、お子さまの成長を記録するための動画編集・
写真編集ソフト、語学や受験勉強・資格取得を支援するソフト、囲碁・将棋、脳トレなどのゲームまで、
本サービス１つで幅広いコンテンツを取り揃えているので、今まで以上にパソコンをより身近に、より
便利に楽しくお使いいただけます。
3. 使えるコンテンツは続々追加され、バージョンアップにも対応
これまでは、数年前に購入したハガキ作成ソフトは、年賀状の干支の少なさや、デザインの古さを
感じるなど、他の各ソフトも次々に新しいバージョンになるため、買い替えが必要でした。本サービス
では、各ソフトのバージョンアップに対応しているため、買い替える必要なく常に最新バージョンのソ
フトをご利用いただけます※2。また今後も、使い放題となるコンテンツは、追加される予定です。
4. はじめてのソフトにも、安心の使い方サポート
これまでは、ソフトを購入したけど使い方がよくわからず、結局数回しか使わなかったり、教えても
らえる環境がなかったため、便利な機能を使いこなせてなかったりしたソフトが少なくとも１つはあっ
たのではないでしょうか。本サービスでは、各ソフトのインストール方法から使い方まで、３６５日電話
だけでなく遠隔サポートツール「Optimal Remote」を使ってお客さまのパソコン画面を使ってサポート
いたします。
遠隔サポートツール「Optimal Remote」とは、お客さまの実際のパソコンの画面を共有し、お電話
でも説明しながら不明点などを解決していくサポートツールです。「ピカラでソフト使い放題」専用ツー
ルの画面上のボタンをクリックするだけで起動するので、簡単にご利用いただけます。

【ご利用いただけるソフトの一例】
ソフト名
F-Secure アンチウイルス
筆ぐるめ パーソナル
かんたん写真編集 3
media5 教えて English TOEIC TEST 目指せ 600
ウルトラパソコン高速化 for Windows 7
囲碁教室

開発元
エフセキュア株式会社
富士ソフト株式会社
株式会社デネット
株式会社メディア・ファイブ
BB ソフトサービス株式会社
株式会社マグノリア

※1 2014 年 11 月時点のコンテンツ数となります。
※2 全てのコンテンツが常に最新バージョンをご利用頂けることを保証するものではございません。

詳細は以下の Web サイトをご覧下さい。
「ピカラでソフト使い放題」 製品ページ：http://www.pikara.jp/soft/
提供コンテンツのうち、パソコンソフトは個人向け、法人向けのさまざまなソフトウェアサービス事業を展
開する BB ソフトサービス株式会社（本社：東京都港区）、パソコン・オフィスの解説書は「できるシリーズ」
4000 万部突破の株式会社インプレス（本社：東京都千代田区）より提供されます。

【ご利用料金】
1 つの ID につき、月額 600 円(税抜)

