
激安！スマホで

　　楽ちんビジネス

各種サービスお申込みで
　お得な割引が受けられます。クーポン券

PR映像制作
　￥39，800～
ミディアムプラン

（税別）

スマートフォン＆SIM購入
●パソコン購入・修理が10％OFF

●データ修復・復元が10％OFF

●映像制作サービスが10％OFF

●シンクライアント調査・設計が無料

映像制作サービス
●映像制作サービスが15％OFF

●パソコン購入・修理が10％OFF

●データ修復・復元が10％OFF

●シンクライアント調査・設計が無料

スシンクライアント・VPN
●シンクライアント調査・設計が無料
●シンクライアント機器10％OFF
●パソコン購入・修理が10％OFF
●データ修復・復元が10％OFF
●映像制作サービスが10％OFF

データプラン 高速データ通信が利用できる容量を選択 シンクライアントで業務効率大幅アップ！新たなビジネスシーンが開拓できます。

動画でプレゼン！PR映像制作サービス。格安で商品説明映像や会社・営業案内映像が制作できます。

SIMカード1枚

　　　

シェアプラン (SIMカード1枚 + 追加2枚まで）

契約事務手数料・通話・オプションン

SIMカード最大3枚

月額
料金 円/月（税抜）6400

GB

月額
料金 円/月（税抜）7901

GB

月額
料金 円/月（税抜）9003

GB

月額
料金 円/月（税抜）1,5205

GB

月額
料金 円/月（税抜）1,9907

GB

月額
料金 円/月（税抜）2,55010

GB

月額
料金 円/月（税抜）3,50015

GB

月額
料金 円/月（税抜）6,40030

GB

月額
料金 円/月（税抜）11,00050

GB

月額
料金 円/月（税抜）1,6803

GB

月額
料金 円/月（税抜）1,9905

GB

月額
料金 円/月（税抜）2,2507

GB

月額
料金 円/月（税抜）2,56010

GB

月額
料金 円/月（税抜）3,98015

GB

月額
料金 円/月（税抜）6,98030

GB

月額
料金 円/月（税抜）11,60050

GB

シングルプラン (SIMカード1枚のみ）

テレワーク (在宅勤務）

通話料：20円 / 30秒　契約事務手数料：３，０００円（税抜）　割込通話：２００円（税抜）　留守番電話：３００円（税抜）　
転送電話・国際電話・国際SMS・国際ローミング：無料

＊詳細なサービスや契約内容は、
　ホームページでご確認ください。

契約タイプご利用になりたい機能だけ選択いただけます。

データ通信のみ SMS対応

円0 月額+ 円（税抜）140
データ通信が利用可能 データ通信、SMS送受信が利用可能

SMS

音声通話対応

月額+ 円（税抜）700
データ通信、SMS送受信、音声通話が利用可能

ネットも通話も

におまかせ

（ バ ンド ル ク ー ポ ン なし ）

シングルプラン

＊ドコモのキャリア（電波）なので、ドコモのスマホがそのままご
利用できます。通話機能付SIMカードの詳細・お申込みは、店舗・
ホームページでご確認ください。

SIMカード1枚

シェアプラン

分け合える

も選択可能

スマホ代を大幅節約！

月
額 円～640

SIMカード1枚+追加2枚まで

MNPなら現在の電話番号がそのまま使えます。

お申込み・お問い合わせ
URL:http://of23.com
Mail:support@of23.com

http://of23.com/movie/

●いつでも、どこでも、安全で、快適に！

営業先から (プレゼン） 出張先から (日々の業務） 導入事例

＊インターネットに接続できれば
　どこからでも作業が可能です。

Q．どんな映像制作ができますか？
　A.商品説明映像やPR映像はもちろん、CM/VP/プロモーション
　　ブライダル・記録映像・CG等様々な映像制作も承っております。

＊サーバーで一元管理、
　セ キュ リ ティも
　データの保全も抜群！

＊128Bitの高度な暗号化で
　セキュリティも万全

パソコン・スマホ・タブレット等
いろんな端末から接続できます。

本社サーバー 導入のポイント

企　画 撮影・素材収集 編　集 納　品

シンクライアントとは？

♪

Tikimo SIMと
セット購入できる
スマートフォン・
タブレットも販売

シンクライアントで業務効率大幅アップ

格安で高品質の映像制作
ＰＲ・プレゼン映像

格安で高品位動画制作

激安スマホで
経費節約

※お申込みの際に必ずこのクーポン券をお持ちください。

円（税抜）39，800制作
価格

＊価格は、雛形ベースの企画内容で
お客様より素材を提供された場合の
スターンダードな金額です。

※制作価格は、企画内容・撮影方法・使用機材・製作日数・MA（ナレーション等）・その他制作経費等により大幅に異なります。
　事前に、ご相談頂きお見積金額をご確認ください。（ご相談・お見積もり料は、もちろん無料です。）

＊日常業務を自宅から　

　会社とほぼ同じ環境

　で作業が行なえます。

　

＊営業先から会社の
　プレゼンデータを再生。
　準備していなくても
　バッチリプレゼン！
　

＊出張先から、日常業務。

　業務報告等全て出先で

　行えます。

●パソコン機器の
　　　　高速化、低価格化

●通信システムの
　　　　高速化、低価格化

●サーバーで 一元管理、
　         セキュリティ万全

●高速回線の普及

　今回、ご紹介するのは画面転送型のシンクライアントです。
画面転送型なので操作情報以外のデータを送信しません。
会社のサ－バーにアクセスして会社と同じ環境で作業ができま
す。
画面転送のため端末のOSに左右されないので、PC・タブレット・
スマホなど様々な端末で使用できます。

インターネット環境があれば「いつでも・どこでも」「安全」に接続
できます。

　Tikimo SIMでスマホの通信料を
大幅節減！バンドルクーポン容量が
選べるのは、もちろん、SMS機能や
通話機能の組み合わせ自由。
ご自身の用途に合わせてピッタリの
料金プランが選択できます。

　今まで高価だった映像制作が低予算で！

PR・プレゼン映像等を販促ツール・ホーム

ページ・WEBCM等様々なシーンに利用し、

説明や解説が大変だった商品を映像で解

りやすく解説。

不慣れな営業マンもガッチリサポート。

＊制作要望をお聞きして
　制作内容を決定します。
　又、全体のスケジュール
　お見積など・詳細を
　決定します。

＊企画に沿って素材の
　収集及び必要な映像の
　撮影を行います。

＊お客様に映像を確認して 
   いただき、問題なければ、 
   納品メディアで納品します。

＊映像の編集やBGM・
　ナレーション等を
　入れ完成させます。　

VPN接続料
　￥1，000/月～
1PCに対し1接続の場合

※シンクライアントシステムの
　導入調査・システム設計・お見積は、
　　クーポン券で無料にて行います。

（税別）

SIM　￥1，600～
シングルプラン　3Gデータ＆通話

（税別）

●１ＰＣでVPN1接続の場合
/月（税抜）￥1,000

●１サーバーで5クライアント位の場合
サーバー
構 築 費 /月（税抜） （税抜）￥250,000～ ￥5,000

●2サーバーで30クライアント位の場合

※クライアント端末・回線料は、含みません。

サーバー
構 築 費 /月（税抜） （税抜）￥800,000～ ￥30,000

メイン
ファイル

VPN

1,600 円/月（シングルプラン）
おすすめプラン

データ３Gに通話も合わせて

2,134 円/月（シングルプラン 　スマホ料分割24回）
スマートフォン（FREETEL Priori3）＋データ３Gに通話も合わせて

US
B通
信機

US
B通
信機

US
B通
信機

※シェアプランで2枚め、3枚目のSIM追加は、
1枚につき追加手数料2､300円が必要です。
利用料金には、別途ユニバーサルサービス料3円
/月が必要です。

http://of23.com/sumaho/

http://of23.com/thinclient/


