
 

 

『アプリ放題 powered by OPTiM』概要 
 

1 開始日 

ｏ平成 25 年 8 月 1 日（木） 

2 ご利用対象となるお客さま 

ｏBBIQ をご利用のお客さま 

3 ご利用料金 

  ｏ月額料金：525 円（月額料金が最大 2 ヶ月間無料[初回申込みのパソコン 1台のみ適用]） 

  ｏ初期費用：無料 

4 対応機器 

  ｏWindows パソコン 

・Windows XP SP3 以降（32bit 版） 

・Windows Vista（32bit/64bit 版） 

・Windows7（32bit/64bit 版） 

・Windows8（RT 版を除く 32bit/64bit 版） 
   ※本サービスのご利用にはインターネットに接続されたパソコンが必要となります。 
   ※1 契約につき 1 台でのご利用となります。複数台で同時利用する場合には、台数分（最大 5 台まで）

の契約が必要となります。 
   ※その他諸条件はホームページ（http://www.bbiq.jp/members/service/appli/）にてご確認ください。 

5 提供パソコンソフト 

製品名 製品概要 

【生活・実用】   

 筆王®Ver.17 

初心者でもかんたん、きれいにオリジナル年賀状を作れる、 

住所録＆ハガキ作成ソフト 

 ズバリ®日記帳 パソコン でつける日記帳。ブログ用にも簡単アレンジ 

 筆王® はがき整理 年賀状などのはがきを整理するソフト 

【ビジネス】   

 ThinkFree Office MS Office 2010対応版 オンライン（クラウド）でも使える高互換総合オフィスソフト 

 いきなり®PDF／BASIC Edition Ver.2 

最もよく使う PDF の作成、組み替え、編集の機能に絞った 

お求めやすい基本版 

 本格読取® 3 紙を Word や Excel などに変換する OCR ソフト 

【デザイン】   

 ホームページ V3 

ホームページを短時間で作成でき、更新もラクラク。 

スマホ用ページも作成できる 

 Paintgraphic® 2 Pro 画像編集ソフト「Paintgraphic」の上位版 

 Drawgraphic® 2 Pro ドローソフト「Drawgraphic」の上位版 

 たっぷりデジカメ 

画像の管理・補正・加工、スライドショー、カレンダーや 

アルバムの印刷まで、デジカメ写真を楽しむための統合ソフト 

 デイジーコラージュ Personal 

デジカメ写真・画像をもっと楽しむための様々なツールを搭載

した、デジカメ写真の総合ソフト 

 金筆 Deluxe 

立体的な質感ある金色の文字を作成できるソフト。 

年賀状にもおすすめ 

 

 

別紙 



 

 

製品名 製品概要 

【ユーティリティ】   

 

驚速® for Windows 

インストールするだけで Windows が速くなる、3台まで使える 

特別パッケージ 

 

B's Recorder® 12 

多様な CD、DVD、ブルーレイディスク、BDXL を作成できる 

ライティングソフト 

 B's サウンドレコーダー 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 

 
B's ファイルガード ファイルやフォルダの暗号化とデータの安全消去ができるソフト 

 

ペタット ラベル印刷 

26 ジャンル、9,500 種類以上のデザインを収録したラベル作成

ソフト 

 
いきなり®自動アップロード 定番の web サービスへ自動でアップロードできるソフト 

 スグレモ® シュレッダー ファイルやフォルダを簡単に安全消去できるソフト 

 スグレモ® 縮画ツール 画像ファイルをドラッグ＆ドロップで一括変換できるソフト 

 
スグレモ® 同期ツール 最近の更新をまとめて簡単同期 

 スグレモ®3 撮画ツール パソコン画面をいろいろな方法でキャプチャできるソフト 

 スグレモ®3 分割ツール 大容量のファイルを分割保存できるソフト 

 

ダントツ® 軽量化 

さまざまなファイルをPDFよりもさらに軽いファイル（jet 形式）

に変換するソフト 

 

マカセル® 自動バックアップ 

保存先を選ぶだけで、自動でファイルをバックアップ。 

パソコンの買い替えにも最適 

 
携速® 8 CD や DVD を簡単イメージファイル化 

【ゲーム】   

 100 万人のための 3D 麻雀 美しくリアルなグラフィック！究極の 3D 麻雀 

 

100 万人のための 3D 将棋 

全 100 レベルで、自分に合った強さを選べる！徐々に相手を

強くして、上達が日々実感できる！ 

【語学・学習】   

 
いきなり®ハイスコア 600 突破 

新 TOEIC テストに対応した英語学習ソフト 

 いきなり®ハイスコア 730 突破 

 いきなり®ハイスコア 860 突破 

 
いきなり®ハイスコア トライ模試 

 特単® 英文 Eメール ビジネス編 ビジネスメールの英語表現を、聞いてタイプして覚える 

 特単® 英文Eメール プライベート編 メールの英語表現を、聞いてタイプして覚える 

 
特単® 最短攻略 470 タイプして覚える特打英単語で、TOEIC スコア 470 を目指す 

 特単® 最短攻略 600 タイプして覚える特打英単語で、TOEIC スコア 600 を目指す 

 特単® 最短攻略 730 タイプして覚える特打英単語で、TOEIC スコア 730 を目指す 

 
特単® 最短攻略 860 タイプして覚える特打英単語で、TOEIC スコア 860 を目指す 

 

特単®英語 208/覚えるが勝ち！ 

ビジネス編 

九九のように 208 表現を覚える「Be208」を効果的にマスター 

 

特単®英語 208/行くぞ！海外旅行編 聞いて、タイプして覚える特打単語のトラベル英語編 

 

特単®英語208/必勝！TOEICテスト編 九九のように 208 の表現を覚える人気シリーズの TOEIC 対策版 

 スーパー特打メソッド® 特打のタイピングメソッドをカリキュラムに基づいて習得できる 

 
特打® ガンガン撃てば気分爽快、タイプ上達。タイピングの定番ソフト 

 



 

 

製品名 製品概要 

 メキカン®1 

小学 1～6 年生対象／ゲーム感覚で学べる漢字ドリル 

 
メキカン®2 

 メキスウ®1 

小学 1～6 年生対象／ゲーム感覚で学べる暗算ドリル 

 メキスウ®2 

 
メキメキ®算数伝説 小学 1～6年生対象／算数ロールプレイングゲーム 

 耳タコ大作戦 ゲーム感覚で日本人だから陥る英語のクセを矯正 

 特打®CLASSIC 元祖「特打」4製品をまとめた特別版 

 
特打コップ® ENGLISH version 日本語一切なしの完全英語版「特打コップ」 

 特打式® 速読 ゲーム感覚で 5倍速の読書速度をめざす速読習得 

 特打®小学生 小学 1～6年生対象。タイピングを通じてローマ字、漢字も学習 

【セキュリティ】  

 

ウイルスセキュリティ 

ウイルス、スパイウェア対策から情報漏洩対策まで対応した 

総合セキュリティ対策ソフト 

【電子書籍】   

 できる大事典 Excel 2007 Excel 2007 の全機能を網羅 

 できる大事典 Word 2007 Word 2007 の全機能を網羅 

 できる大事典 Excel 2010 Excel 2010 の全機能を網羅 

 できる大事典 Word 2010 Word 2010 の全機能を網羅 

 できる大事典 Windows Vista 

Windows Vista のことならすべてを網羅した、困ったときの 

定番アイテム 

 できる Excel 2010 

Excel の初心者向け解説書。Excel をはじめて使う方、使いたい

機能の操作を忘れてしまった方に最適 

 できる Word 2010 

Word の初心者向け解説書。Word をはじめて使う方、使いたい 

機能の操作を忘れてしまった方に最適 

 できる PowerPoint 2010 

PowerPointの初心者向け解説書。PowerPoint をはじめて使う方、

使いたい機能の操作を忘れてしまった方に最適 

 できる Windows 7 

Windows パソコンの初心者向け解説書。Windows 7 をはじめて 

使う方、使いたい機能の操作を忘れてしまった方に最適 

 できる大事典 Windows 7 

Windows 7 のことならすべてを網羅した、困ったときの定番 

アイテム 

以 上 


