
2015年 6月 29日 

 

株式会社 ユニットコム 
 

ユニットコム 月額会員サービス「プラチナ IT パスポート」に 

「スマホアプリ、パソコンソフトダウンロードし放題のサービス」を追加！ 

さらに、指定の SIM フリー端末も加入可能に！ 
 

 

 

※画像はイメージです。 

株式会社ユニットコム（代表取締役：髙島 勇二、本社：大阪市浪速区）は、全国の店舗（パソコ

ン工房・グッドウィル・バイモア・ツートップ）にて、6 月 29 日（月）より月額会員サービス 「プ

ラチナ ITパスポート」にスマホ版「アプリ超ホーダイ on プラチナ IT パスポート」、パソコン版「超

ホーダイ on プラチナ ITパスポート」の新サービスを追加いたします。 

また、「プラチナ IT パスポート」の保証対応プラン（安心プラチナ・安心スタンダード）に加入い

ただける機種として、弊社指定の SIMフリー端末や、中古 Apple社製パソコンを追加いたします。 

 

 １．超ホーダイサービスの内容 

 全国のユニットコムグループショップにて、月額会員サービス 「プラチナ IT パスポート」のメイ

ンプランにオプションとしてスマホ版「アプリ超ホーダイ on プラチナ IT パスポート」、パソコン版

「超ホーダイ on プラチナ IT パスポート」に加入すると、月額でスマホアプリや、パソコンソフトが

ダウンロードし放題となるサービスを提供いたします。 

  

月額費用は、スマホ版「アプリ超ホーダイ on プラチナ IT パスポート」が 360 円（税別）、パソコン

版「超ホーダイ on プラチナ IT パスポート」が 500円（税別） 

製品ラインナップとしましては、ユーティリティソフトからゲームソフトまで約 100 タイトル以上

の有料ソフトから選び放題となります。特に SIM フリースマホ等におすすめのサービスです。 

 

 

２. ご提供アプリ・ソフト  

＜スマホ版 「アプリ超ホーダイ on プラチナ ITパスポート」 ご提供アプリ一例＞ 

カメラ、辞典、体調管理、ゲーム等、SIM フリースマホにも最適な Android 用スマホ用アプリを取



り揃えております。 

 

・ジーニアス英和辞典 MX第 2版 ・3 分フィットネス ・快眠サイクル時計  

・楽々カロリー管理 ・医者からもらった薬がわかる本 ・スマートフォンロック 

・筆王 2015 ・万能カメラ ・自撮りカメラ ・超便利ツールズ ・超電池 

・女性のキレイリズム ・四字熟語の辞典 ・スマフォメロディ など 

 

＜パソコン版 「超ホーダイ on プラチナ IT パスポート」 ご提供ソフト一例＞ 

 ユーティリティーから筆ソフト・ゲーム・学習ソフト等幅広い有料パソコンソフトのラインナッ

プを取り揃えております。 

 

・B's Recorder 13 ・いきなり PDF BASIC Edition Ver.3 ・驚速 for Windows 

・筆王 ・デイジーコラージュ Personal ・PhotoDirector 3 DE 

・特単英語 208/必勝！TOEIC テスト編 ・麻雀入門 ・囲碁教室  

・マカセル パスワード管理 ・Eco家計簿ゆとりちゃん Simple ・特打 PLUS など 

 

ぜひこの機会に、月額会員サービス 「プラチナ ITパスポート」のスマホ版「アプリ超ホーダイ on 

プラチナ IT パスポート」、パソコン版「超ホーダイ on プラチナ ITパスポート」のご利用をご検討く

ださい！ 

 

３．サービス加入追加端末の内容 

 全国のユニットコムグループショップにて、月額会員サービス 「プラチナ IT パスポート」の保証

対応プラン（安心プラチナ・安心ベーシック）に弊社指定の SIM フリー端末や、中古 Apple 社製パソ

コンを追加いたします。 

 

＜SIM フリー端末 対象機種＞ 

・ASUS ZenFone5 16GB or 32GB 

・ASUS ZenFone2 32GB or 64GB 

・mouse computer MADOSMA 

 

＜中古 Apple社製パソコン 対象機種＞ 

・MacBook ・iMac ・Mac mini など 

 

ぜひこの機会に、月額会員サービス 「プラチナ ITパスポート」のご利用をご検討ください！ 

 

４. 月額会員サービス「プラチナ IT パスポート」の概要  

「月額会員サービス プラチナ IT パスポート」は、お客様のパソコン・スマホを中心とした IT 機器

周りを、さらに便利で安心してご利用頂ける会員型の月額サービスです。月額会員サービスには 3 つの

プランをご用意しており、プランに応じた IT 機器の保守、および修理サポート等、ユニットコムが提供

する各種サービス（パソコン・周辺機器の販売、各種 IT 機器の保守・修理サービス、中古機器買取り等）

を優待条件にてご利用頂ける他、お客様へ安心して、IT 機器をご利用頂けるように、ウィルス対策サー

ビスや電話・リモートサポート、無線 LAN 接続設定サービス等の様々な便利なサービスとともに、お客

様が IT機器を安心してご利用いただける環境をご提供致します。 

 

５．お客様のご希望に応じて選べる３つの会員プランとパソコン版「超ホーダイ on プラチナ IT パ



スポート」サービス 

①安心ベーシック会員   月額 480円（税別）～ 2 年間契約 

選べるオプションとセットでご希望のサポートを組み合わせが可能！うれしい会員特典が満載！ 

 

②安心スタンダード会員  月額 680円（税別）～  2 or 3年間契約 

手厚いサポートと会員特典でご購入商品をしっかりサポート。あると便利な基本的なサービスを 

押さえたスタンダードプラン！ 

 

③安心プラチナ会員    月額 1,480円（税別）～  2 or 3年間契約 

ご購入商品だけでなく、ご家族のパソコン・スマホやタブレット等の IT 機器もしっかりサポート！ 

 

◆3つの会員プランとパソコン版「超ホーダイ on プラチナ ITパスポート」を同時申し込みでお得！ 

上記 3つの会員プランにパソコン版「超ホーダイ on プラチナ IT パスポート」やウィルス対策・電話

＆リモートサポート・Office ソフトなどのオプションを 1つ選択が可能です。 

通常価格 500円より、毎月 100円お得にご利用いただけます。 

 

６. サービスのご利用は全国のパソコン工房・グッドウィル・バイモア・ツートップにて 

まずはお気軽にお近くのユニットコムグループショップまでお越しください！ 

店舗の所在地等はコチラでチェック 

URL: http://pc-support.unitcom.co.jp/contents/shop.php 

 

 

 

リリース配信可能日:   2015 年 6月 29 日（月） 

 

 

□「プラチナITパスポートならびに、ソフト・アプリ使い放題サービス」の詳細情報 

http://pc-support.unitcom.co.jp/contents/safe.php 

 

□パソコン工房のホームページ 

http://www.pc-koubou.jp/ 

 

 

【会社概要】  

社名 株式会社ユニットコム  

運営ショップ名  

パソコン工房   URL :  http://www.pc-koubou.jp 

グッドウィル   URL :  http://www.goodwill.jp/ 

ツートップ     URL :  http://www.twotop.co.jp 

フェイス       URL :  http://www.faith-go.co.jp 

バイモア       URL :  http://www.unitcom.co.jp/buymore/ 

セルモア       URL :  http://www.sellmore.jp/ 

 

代表者     代表取締役 髙島 勇二  
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本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 

事業内容   オリジナルパソコン、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売 

           パソコン修理・サポートサービス、メモリアーカイブサービス、中古買取・販売 

 

本リリースに関するお問い合わせ先 

株式会社 ユニットコム 販促企画部 

Tel   : 06-6647-6077 / Fax: 06-6647-6099  

E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp 

mailto:uni-kikaku@unitcom.co.jp

