
 

 

 

2015 年 4 月 14 日 

 

 

「MS Office Online on あずけ～る」の提供開始について 
 

～利用頻度が高い「Word」・「Excel®」・「PowerPoint®」 に絞った国内唯一の安価なビジネス向けクラウドサービス～ 

 

 

■ NTT 東日本は、オンラインストレージサービス「フレッツ・あずけ～る」のオプションサービスとして、「フレッツ・

あずけ～る」上に保存した「Word」・「Excel®」 ・「PowerPoint®」の文書を直接編集することが可能な「MS 

Office Online on あずけ～る」(以下、本サービス)を 2015 年 4 月 15 日（水）より提供開始いたします。 

■ 本サービスは、インターネットに接続できる環境であれば、パソコンやタブレット端末に Microsoft Office をイ

ンストールすることなく、常に最新バージョンの「Word」・「Excel®」 ・「PowerPoint®」が利用できるサービスで

す。 

■ 利用頻度の高い「Word」・「Excel®」 ・「PowerPoint®」に絞ることで、月々350 円（税抜）/ライセンスと、ビジネス

向けでは国内唯一の安価な価格を実現しました。 

 

 

 

１．提供の背景と目的 

 

ビジネス市場におけるクラウドの普及により、様々なサービスのクラウド化やマルチデバイス化が進んでいま

す。そうした状況の中、中堅・中小・SOHO 企業における「Word」・「Excel®」 ・「PowerPoint®」といった Office の利

用率は 88%を超えています。※1 また、今後 Office 文書の編集についてもクラウド化が進展し、タブレット等モバイ

ル環境からの時間・場所を選ばない利用が拡大していくことが予想されます。 

そのような市場動向を受け、中堅・中小・SOHO 企業のクラウド化・モバイル利用拡大への対応を図ることを目

的として、マイクロソフト社と連携し、利用頻度が高い「Word」・「Excel®」 ・「PowerPoint®」に機能を絞ったビジネス

向けで国内唯一の｢MS Office Online on あずけ～る｣を開発・提供することにいたりました。 
 ※1 当社調べ（従業員 300 名以下の法人 517 社へのヒアリング） 
 

 

２．「MS Office Online on あずけ～る」の概要 
 

本サービスは、NTT 東日本のオンラインストレージサービス「フレッツ・あずけ～る」に保存された「Word」・

「Excel®」 ・「PowerPoint®」で作成された文書をパソコンやタブレット等、様々な端末のブラウザ上で編集できる

「フレッツ・あずけ～る」のオプションサービスです。これまでのようにパソコンやタブレット等に Microsoft Office の

ソフトウェアやアプリケーションがインストールされていなくても、インターネットに接続できる環境であれば、どこ

からでも Office を利用することができます。 
＊ 本サービスはマイクロソフト社の Office365 OneDrive for Business 製品の技術を採用しています。 

＊ スマートフォンは閲覧のみ可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2)月額料金・提供条件 

 

＜月額料金＞ 

 ライセンス※2 月額料金 利用可能な Microsoft Office 機能 

「 MS Office Online 

on あずけ～る」  

利用ライセンス 

1 ライセンスあたり

350 円（税抜） 

Microsoft Office Online 各機能 

・Microsoft Word Online 

・Microsoft Excel® Online 

・Microsoft PowerPoint® Online 

 

   ※2 あずけ～る管理者 ID・利用者 ID ごとに 1 ライセンス必要になります。 

 

＜対応 OS※3＞ 

 iOS、Android、Windows、MacOS 対応 
    ＊ マイクロソフト社推奨 OS に準拠しております。（Android 端末については一部推奨外のため編集が上手く動作・表示しない場合があります） 

※3 対応 OS 等の詳細に関しては【別紙 2】「MS Office Online on あずけ～る」対応 OS 一覧をご確認ください。 

 

＜提供条件＞ 

 本サービスのご利用には「フレッツ・あずけ～る」・「フレッツ・あずけ～る PRO プラン」のいずれかのご利用が

必要です。 

 

 

３．提供開始日 

2015 年 4 月 15 日（水） 

 

 

４．お申し込み・お問い合わせ先 

(1)法人のお客さま 

①お客さまを担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。 

  

②電話によるお申し込み・お問い合わせ 

電話：0120-446556 

受付時間：午前 9 時～午後 5 時(土日・祝日・年末年始を除く)    

 

(2)個人のお客さま 

電話によるお申し込み・お問い合わせ 

電話：0120-116116 

受付時間：午前 9 時～午後 5 時（年末年始を除く）  

 

【別紙 1】「MS Office Online on あずけ～る」利用シーン 

【別紙 2】｢MS Office Online on あずけ～る｣対応 OS 一覧 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜サービスイメージ＞ 

 
 

 

(1)主な特徴 

  

① 利用頻度の高い「Word」・「Excel®」 ・「PowerPoint®」に絞ったビジネス向けの唯一のサービス 

 企業の 88%が利用している「Word」・「Excel®」 ・「PowerPoint®」に絞り、マイクロソフト社の Office365 におけ

る製品セットプランに含まれている Lync Online や Exchange Online などを除いた、シンプルで低価格な使い

やすいサービス内容を実現しています。 

 

② 常に最新の「Word」・「Excel®」 ・「PowerPoint®」 が利用可能 

本サービスにおいて Office のバージョンは自動的に更新されます。インストールの手間やバージョンアッ

プのコストも必要なく、最新 Office の利用が可能です。このため、複数台のパソコン利用時の Office バージ

ョン管理が簡素化されます。 

 

③マルチデバイス対応 

iOS、Android、Windows、MacOS の OS に対応しているため、様々な端末で、外出先での Office 文書編集

が可能になります。 

 

④ファイルを共有して編集 

「フレッツ・あずけ～る」のグループフォルダ機能を利用すれば、同一のファイルを複数人で編集すること

が可能です。離れた拠点でもファイルを共同で編集できるため、業務を効率化できます。 

    

⑤利用者の増減に合わせたライセンス契約 

月毎のライセンス契約のため、利用者の増減に合わせてライセンスの追加契約や廃止が可能です。こ

のため、必要最低限の支出で Office の利用が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートフォン 等タブレット 

外出先 

パソコン 

・ストレージ上に保存されている
Office ⽂書を編集 

・常に最新の Office を利⽤可能

・外出先からストレージにアクセス 
・タブレットからも編集可能 



【別紙１】 「MS Office Online on あずけ～る」利用シーン概要

*タブレットの動作については【別紙2】をご確認ください。



【別紙2】 「MS Office Online on あずけ～る」対応OS一覧

ファイル 機能

パソコン タブレット スマートフォン

Windows7
～8.1

MacOS10.9
～10.10

iPad2
以降
※1

Android4
以降
※2

iPhone
Android4

以降
※2

Word 文書

閲覧 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

編集 ◎ ◎ ◎ × × ×

Excel ワークブック

閲覧 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

編集 ◎ ◎ ◎ ○* × ×

PowerPoint 
プレゼンテーション

閲覧 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

編集 ◎ ◎ ◎ ○* × ×

■MS Office Online on あずけ〜る OS別利⽤可能機能⼀覧
◎：マイクロソフト社・NTT東⽇本動作確認済/ ○：東⽇本のみ動作確認済/ ×：利⽤不可

※1： iPad2より前の機種をお使いの場合は、iPhoneの欄をご確認ください。

※2： Android4より前のOSをお使いの場合は、ご利用になれません。

*AndroidタブレットについてはNexus7、Nexus9、Nexus10のみNTT東日本にて動作確認を行っております。

*Androidタブレットでご利用される場合、ブラウザにより「フレッツ・あずけ～る」への反映に時間を要す場合がございます。

※一覧に記載のない機能は、端末機器に依存せず利用できる機能となります




