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本誌に掲載している情報以外にも Office 365 
サービスの豊富な活用が掲載されています。
下記のホームページからご確認ください。
http://www.microsoft.com/ja-jp/office/
homeuse/scenario/

Office 365 サービスが使える製品

Office 365 サービス活用サイト

Office Premium 搭載 
PC は右記のロゴが
目印

Office 365 サービス

Office Premium 搭載 PC および Office 
365 サービスがプレインストールされて
いるデバイスに付属するサービスの利用
期間延長にご利用いただけます。Office 
デスクトップ アプリケーションは含ま
れません。Office 365 Solo の更新にはご
利用できません。

Office アプリケーションと Office 365 サービスを 1 年間ご利用いただける
製品です。 Office Premium に付属する Office 365 サービスの更新にはご利用
できません。

Office 365 Solo
Office 365 Solo (1 年版) を購入することで Office 365 サービスを利用できます。

2 年目以降

Office Premium 搭載 PC
永続的に利用可能な Office アプリケーションと、最初の 1 年間は無料で使える 
Office 365 サービスが付属しています。 2 年目以降は Office 365 サービスを購
入することで利用期間を延長することができます。

※ 記載されている情報
　は、2015 年 10 月現 
　 在のものです。

Office Mobile プラス 
Office 365 サービス
右記のロゴが目印

Office 365 サービス
活用編



いつでも安心して Office をご利用いただくために、マイクロソフト エキス
パートによる電話でのサポートを無料でご利用いただけます。

安心してお使いいただくために。無償で電話サポート!

Office テクニカル サポート

Office 365 サービスを活用しよう!

Office Premium 搭載 PC※には、最初の 1 年間は無料で使える

便利なサービスが付属しています。 または、Office 365 Solo (1 年版) 

をご購入することでサービスが使えるようになります。

1 TB の大容量オンライン ストレージ OneDrive や、タブレットや

スマートフォンなどあらゆるデバイスに対応。

毎月 60 分無料で世界と通話できる Skype など、便利でお得なサー

ビスがいつでもどこでも利用できます。

Office 365 サービスの活用は、日々の生活をさらに快適にします。

※ Off ice Mobile プラス Off ice 365 サービス を含む

まず初めに、マイ アカウント ページに
アクセスしよう !　詳細は P.22 へ

※携帯電話への通話は、日本を含む  9 つの国と地域になります。(2015 年  10 月現在 )
　通話できる回線および国については、office.com/information  をご確認ください。

＊Microsoft アカウントですべての機能、サービスをご利用いただけます。 
　microsoft.com/ja-jp/msaccount

デジタル ライフを応援する Office 365 の
3 つのサービス

容量を気にせずに保存できる、
1  TB のオンライン ストレージ サービス 
OneDrive は、Office ファイルはもちろん、写真や音楽、ビデオなどを安心
して保存することが可能。また、いつでもどこからでも安全にアクセスで
きるので、複数のデバイスに簡単にファイルを共有していただけます。

いつでもどこでも、Office をスマートにフル活用。
PC だけでなく、スマートフォン、タブレットなど、あらゆるデバイスでお使
いいただけます。ご自宅や外出先など、いつでもどこからでも Office 
アプリケーションが使えます。

OneDrive skypeMulti device Support

世界 60 以上の国と毎月 60 分、
固定電話、携帯電話への無料通話が可能。
Skype 世界通話なら、PC やタブレット、スマートフォンなど、さまざ
まなデバイスで世界 60 以上の国と地域に毎月 60 分、無料で通話が
可能※。コミュニケーションを賢くお得に広げることができます。

無料の世界通話

OneDrive skypeMulti device Support

Office Mobile

OneDrive skypeMulti device Support
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■スマートフォンでよく写真や動画を撮る
■スマートフォンのデータを失うのが心配
■スマートフォンの容量が気になる

スマートフォンの容量も安心!
好きなだけ写真や動画を撮ろう!

こんな方に
おすすめ!

ダウンロードした OneDrive アプリを起動し、Microsoft アカ
ウントでサインインします。 Microsoft アカウントをお持ちで
ない場合は [新規登録] から新規で Microsoft アカウントに登
録してください。
※ Office Premium、Office 365 Solo をインストールしたときの Microsoft 
　 アカウントでサインインすることで、1 TB の追加容量を使用できます。

Microsoft アカウントでサインインStep 2

OneDriveの設定画面を表示します。
① 左上の [メニューアイコン] を
タップします。
② 右上の [設定アイコン] をタッ
プします。

設定画面を表示Step 3

カメラロールのアップロードをオ
ンにします。 設定画面が表示され
たらオプション内の [カメラのアッ
プロード] をタップします。 [カメ
ラのアップロード]をオンにしま
す。 カメラロールにある写真は自
動で OneDrive 上にアップロード
されます。 アップロード完了後カ
メラロールにある写真を消しても
OneDrive上の写真は消えません。

カメラロールのアップロードをオンにするStep 4

※ 初期設定では Wi-Fi通信環境でのみ写真がアップロードさ
　 れます。 [オプション]の [モバイル ネットワークを使う]を
　 オンにすることで、モバイル ネットワークでもカメラロー
　 ルの写真がアップロードされます。

カメラロールから OneDrive にアッ
プロードされた写真を確認します。
下のメニューにある [ファイル]を
タップし、[画像フォルダー] 内の 
[カメラロール フォルダー]をタッ
プします。
カメラロールから自動でアップ
ロードされた写真を確認できます。

アップロードされた写真を確認Step 5

さっそく使ってみよう!
スマートフォンに OneDrive アプリを
ダウンロード

Step 1

カメラロールから OneDrive にバッ
クアップされた写真は、OneDrive
Web サイト (onedrive.live.com) 
でも確認できます。

写真を OneDrive Web サイトでも確認Step 6

① ②

簡単な設定で写真や動画を自動バックアップ

OneDrive の便利な使い方 その 1
スマートフォンの写真を自動でバックアップ

毎日いろいろ撮影しては増え続けてい
く写真や動画。気がつけば、あっという間
にスマートフォンの容量はいっぱいに。 
そんな時に役立つのが OneDriveアプリ。 
オンライン上に自動でバックアップでき
るので、カメラロール内の写真、動画を
削除しても、好きな時に OneDrive から

見ることができます。 また、カメラロール内のデータを削除することで、
スマートフォンの容量でも安心して、写真や動画を撮ることができます。

ここではスマートフォンの写真デー
タを自動で OneDrive にアップロー
ド、保存する方法を紹介します。ご
利用のスマートフォンのアプリ スト
アにアクセスし、[OneDrive] を検索。
OneDrive アプリをダウンロードし
ます。
※ ここでは iPhone を例に紹介しています。

App Store Google Play
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■スマートフォンでよく写真を撮る
■カメラロールの写真を整理したい
■テーマごとに写真をまとめたい

撮りためたスマートフォンの写真
を簡単に整理!
アルバムとして保存

こんな方に
おすすめ!

アルバムを作成し、写真を選択し
ます。
① １ 枚 １ 枚写真を選択してアル
バムを作成する場合は [写真を使
用してアルバムを作成] を選択。写
真フォルダーをそのままアルバム
にする場合は [フォルダーからア
ルバムを作成] を選択。
ここでは [写真を使用してアルバ
ムを作成] を選択します。
② アルバムにする写真をタップ
し選択します。
③ 選択が終わったら右上の [完了]
をタップします。

アルバムを作成、写真を選択Step 2

アルバムに名前をつけ [作成] をタップします。

まずは、スマートフォンに OneDrive アプリをダウン
ロードし、Microsoft アカウントでサインイン
詳細は P.4 ～ P.5 の Step 1.2 で確認してください。

アルバムに名前をつけるStep 3

アルバムを確認Step 4
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アルバムが作成されました。 作
成されたアルバムをタップする
とアルバム内の写真がサムネイ
ルで表示されます。

さっそく使ってみよう!

①

②

③

アルバムを作成します。
① サインイン後、下にある [写真]
をタップします。
② [アルバム] をタップします。
③ [最初のアルバムの作成] をタッ
プします。

アルバムの作成Step 1

①

②

③

OneDrive の便利な使い方 その 2
スマートフォンの写真をフォト アルバムで整理

を作成いただけます。これで普段何気なく撮っているスマートフォンの写真
も見やすく管理、日々の大切な思い出を残していただけます。 もちろん、アル
バムは Web サイトの OneDrive でも作ることができます。

どんどん貯まっていくスマートフォンの
写真。 いつかは整理したい! と思ったこと
はありませんか? そんな時は OneDrive 
のアルバム作成機能でカンタン整理。 
カメラロールの自動アップロードで 
OneDrive に保存されたスマートフォン
の写真をテーマごとにまとめてアルバム
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※ 操作方法、画面イメージは Windows 10 の仕様になります。
　 Windows 8.1 以下では操作方法、画面イメージが異なる場合があります。

■一眼レフで写真を撮る
■よく動画を撮影する
■データを圧縮せずに保存したい

大容量の写真データや動画
ファイルもラクラク保存!
品質も思い出もそのままに

Microsoft アカウントとパスワードを入力し、 
[サインイン] をクリックします。

こんな方に
おすすめ!

Microsoft アカウントでサインイン

① OneDrive フォルダーの設定画面が表示されるので [次へ] をクリックします。
② OneDrive のファイルやフォルダーを PC に同期する選択画面が表示されるので [次
へ] をクリックします。
③ [完了] をクリックし、設定を完了します。

Step 2

画面に従って設定を完了するStep 3

エクスプローラーを起動すると、ナビ
ゲーション ウィンドウに [OneDrive]
が表示されます。 ここに保存された
データが OneDrive に同期されます。
※ 同期とは PC と OneDrive のファイル
　 が自動的に同じ状態になる機能のこと
　 で、ファイルを変更したり削除したりする
　 と、もう一方にも自動的に反映されます。

OneDrive フォルダーの表示Step 4

PC や HDD に保存していた写真や動画
を選択し、[OneDrive] フォルダーに
圧縮せずそのままドラッグして移動
します。

OneDrive フォルダーにデータを移動Step 5

OneDrive の便利な使い方 その 3
PC を使って写真や動画も圧縮することなく保存

圧縮せずに保存できるから品質もそのまま

なので、今まで PC 本体や外付け HDD に貯めていた RAW データも、お気に
入りの写真や動画も、圧縮する必要なく、そのまま保存していただけます。 
OneDrive は、写真や動画撮影が好きな方にぴったりのオンライン ストレー
ジです。

かけがえのない一瞬を切り取ったこだわ
りの写真や動画。 データの容量が大きい
ので保存するときにハードディスクの容
量を気にして圧縮してしまいがち。 圧縮
されたファイルは、データの質が低下して
しまいます。 しかし、Office 365 サービス
で使える OneDrive は 1 TB もの大容量

OneDrive を使うための設定を
します。 
[隠れているインジケーター
を表示します] をクリックし、
[OneDrive] アイコンをクリック
すると表示される画面で [使っ
てみる] をクリックします。

OneDrive の設定Step 1
さっそく使ってみよう!

① ② ③

[OneDrive]の [画像]フォルダーを表
示すると、ファイルが表示されます。 
これらのファイルは オンライン上の 
OneDrive にアップロード、同期され
ます。 緑色のアイコンは同期されて
いることを示しています。

OneDrive にアップロード、同期Step 6

OneDrive の設定画面で [自動保存] タブの [写
真と動画] にチェック マークを付けておくと、
デジタル カメラなどを PCに接続したときに、
OneDrive 上の [画像] の [カメラのインポート]
フォルダーに自動的にデータを保存できます。

クリック

クリック

クリック クリック クリック

デジタル カメラのデータを自動で保存するには応用編 
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※ 操作方法、画面イメージは Windows 10 の仕様になります。
　 Windows 8.1 以下では操作方法、画面イメージが異なる場合があります。

■PC のデータをバックアップしたい
■必要なデータを整理し保存したい
■PC を買い替えたとき、簡単にデータを移したい

万が一のときにも安心!
PC の大切なデータをバックアップ

オンライン上にファイルが残っているので安心です。 Office 365 サービスな
ら追加で 1 TB の容量が使えるので、大量のデータをバックアップできます。

バックアップするフォルダーを選択し、エクスプローラー上の [OneDrive] フォルダーにド
ラッグして移動します。 OneDrive フォルダーにあるデータは OneDrive と同期します。

こんな方に
おすすめ!

フォルダーごと OneDrive へ移動

表示される「OneDrive のファイルをこの PC と
同期」で、PC に保存しないフォルダーのチェック
を外します。 「この PC にある一部のアイテムの
同期を中止してよろしいですか?」 が表示される
ので  [OK]  をクリックします。

Step 2

ファイルを OneDrive だけに保存するには応用編 

同期の解除を確認Step 3

OneDrive Web サイトでフォルダーを確認Step 4

大切なデータ、万が一に備えてバック
アップしていますか? PC に保存されて
いるドキュメント、写真や動画、音楽な
ど、大切なデータは失ってからでは取り
返しがつきません。 OneDrive にバック
アップしておけば、万が一 PC や ハード
ディスクのデータが消えてしまっても、

エクスプローラーを起動すると、ナビ
ゲーション ウィンドウに [OneDrive]が
表示されます。 ここに保存されたデー
タが OneDrive に同期されます。
※ 同期とは PC と OneDrive のファイルが
　 自動的に同じ状態になる機能のことで、
　  ファイルを変更したり削除したりすると、
　 もう一方にも自動的に反映されます。

OneDrive フォルダーの表示Step 1

まずは、OneDrive の設定を行います。
詳細は P.8 ～ P.9 の Step 1 ～ 3 で確認してください。 

PC

OneDrive の便利な使い方 その 4
PC のデータをバックアップ

ドキュメントも写真も、動画も音楽も。
PC のデータをバックアップ。 データの移行も簡単

フォルダーの同期チェックが外れ、
エクスプローラーの [OneDrive] 
フォルダーからチェックを外した
フォルダーが見えなくなり、PC 
からはフォルダーが削除されます。
OneDrive との同期が解除されて、
クラウド上の OneDrive だけに
ファイルが保存されます。

同期を解除すると、データは PC から削除されま
すが、OneDrive にはそのまま残ります。
データは、OneDrive Web サイト
(onedrive.live.com) から確認できます。

さっそく使ってみよう!

PC のハードディスクの容量が気になる場合は、PC との同期を解除すれば、OneDrive 
だけにデータが保存されます。

フォルダーの同期を解除Step 2

[隠れているインジケーターを表示します] をク
リックし、［OneDrive］ アイコンを右クリックして 
［設定］ をクリックします。 [フォルダーの選択] を
クリックします。

フォルダーを選択Step 1

クリック
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※ 操作方法、画面イメージは Windows 10 の仕様になります。
　 Windows 8.1 以下では操作方法、画面イメージが異なる場合があります。

■たくさんの写真を共有したい
■ドキュメントを共同編集したい
■SNS などでファイルを共有したい

みんなでドキュメントや写真、動画
を共有! ファイルでもフォルダー
でも共有することができます

こんな方に
おすすめ!

［ユーザーの招待］を選択し、［宛先］に共有
する相手のメール アドレスとコメントを入
力して［共有］ をクリックします。

共有するStep 3

標準設定では、受信者はファイルを
表示することしかできません (ダウ
ンロードは可能)。 文書などを一緒に
編集したいときは、共有時に [受信者
は表示のみ可能] をクリックし、[受
信者に編集を許可する]を選択します。

共同編集するには

OneDrive Web サイト (onedrive.live.com) に
アクセスし、Microsoft アカウントでログイ
ンしてください。
Microsoft アカウントをお持ちでない場合
は新規で Microsoft アカウントに登録して
ください。
※ Office Premium、Office 365 Solo をインストー　 
ルしたときの Microsoft アカウントでサインイン　 
することで 1 TB がご利用いただけます。

OneDrive Web サイトにログインStep 1

［リンクの取得］ を選択すると、共有
するフォルダーやファイルへのリン
ク先 URL が取得できます。 リンク先 
URLをコピーして SNS やメールなど
に貼り付けることで共有できます。

SNS などにファイルを共有するには

OneDrive に保存した写真や動画は、ファイル
でもフォルダーでも簡単に共有できます。
ログイン後、共有したいファイルまたは
フォルダーを選択し [共有] をクリックします。

共有するファイルまたはフォルダーを選択Step 2

OneDrive の便利な使い方 その 5
ファイルやフォルダーを家族や友人と共有する

さっそく使ってみよう!

誰にでも写真や動画を共有することができます。

OneDrive に写真をアップしておけば、
容量を気にすることなく、家族や友人に
ファイルでもフォルダーでも共有してい
ただけます。しかも共有する相手の編集
権限も決められるので、閲覧のみを可能
にすることもできます。 OneDrive を利
用していない仲間にも共有できるので、

応用編 1

応用編 2

また、メールが転送されたときなど
に、第三者が勝手にファイルにアク
セスすることを防止するには、 ［受
信者に Microsoft アカウントでのサ
インインを求める］ を選択します。 
これで、特定の受信者だけとファイ
ルを共有できます。
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タッチ操作に最適
Office Mobile は、小さな画面でのタッチ操作を前提に設計さ
れています。 Office デスクトップ アプリケーションと同じ操
作感覚で Office ドキュメントを閲覧、編集でき、互換性も安心
です。

・変更履歴の記録

Office 365 サービスをお使いの方なら 「変更履歴の記録」といった Word でよく使う
便利な機能などが利用できます。

Word の [変更履歴の記録] 機能が
使えると、誰がどこに修正を加え
たかを一目で把握できるため効率
的な文章作成が行えます。

App Store Google Play

Office Mobile アプリはお客様のデバイスに応じて、各アプリごとに
App Store、Google Play、Windows ストアからダウンロードいただけます。※

Windows ストア

・ページの向きを変更する
ページの向きが変更できること
で、ドキュメントの種類に適した
編集が可能です。

・ワードアートを挿入および編集する
ワードアートを使用すると、特殊
効果を簡単に追加してテキストを
目立たせることができます。

・画像に影と反射のスタイルを追加する
画像に「影の追加」と「反射の追加」
で装飾することで、簡単な操作で
画像に効果が付けられます。

タブレットやスマートフォンでも 
使える Office Mobile

Office Mobile とは
Office Mobile は、画面サイズ 10.1 インチ以下の Windows 10、iOS、Android で使用
できる Office アプリケーションです。 それぞれのアプリ ストアから入手できます。

左記のロゴが付いた Office Mobile は、Office 365 
サービスが 1 年間ご利用いただけます。 商用
利用権と追加機能を含むすべての編集機能がお
使いいただけます。

Office Mobile プラス Office 365 サービス

Office 365 サービスでさらに便利に!

Office Mobile アプリにサインインすると、だれでも新規作成や編集、保存を含む 

Office の基本的な機能を無料でご利用いただけます。 商用利用 (仕事のファイル
を編集するなど) をする場合や、追加機能を含むすべての編集機能を利用する場
合は Office 365 サービスが必要です。
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Word

Office 365 サービスをご利用中の方が使える 
Office Mobile の追加機能
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※ デバイスによっては、プレ インストールされているものもあります。
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・プレゼンテーション時に発表者のノートを
  確認する

プレゼン時に手元のモニターにノートが表
示されるので、タブレットのプレゼンも PC 
でのプレゼン同様に安心して行えます。

・スライドショーからインク注釈を保存する
プレゼン時にスライドショーのペ
ン機能で描いた線や図形をそのま
ま保存できるので、プレゼン後も
安心です。

・ワードアートを挿入および編集する
ワードアートを使用すると、特殊効果を簡
単に追加してテキストを目立たせることが
できます。

・画像に影と反射のスタイルを追加する
画像に「影の追加」と「反射の追加」
で装飾することで、簡単な操作で画像
に効果が付けられます。

・ピボットテーブルのスタイルとレイアウトを
  カスタマイズする

ピボットテーブルをカスタマイズして、よ
り見やすい表を作成できます。

・図形にユーザー設定の色を適用する
図形を自分好みのカラーに変更。 フォント
カラーと図のカラーバランスを調整でき
ます。

・ワードアートを挿入および編集する
ワードアートを使用すると、特殊効果を簡
単に追加してテキストを目立たせること
ができます。

・画像に影と反射のスタイルを追加する
画像に「影の追加」と「反射の追加」で装
飾することで、簡単な操作で画像に効果が
付けられます。

Office 365 サービスをお使いの方ならプレゼンテーション時に発表者のノートを
確認する機能も利用できます。

Office 365 サービスをお使いの方なら Excel 内の図形の色を変更する機能なども
利用できます。
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PowerPointExcel

Office 365 サービスをご利用中の方が使える 
Office Mobile の追加機能

Office 365 サービスをご利用中の方が使える 
Office Mobile の追加機能
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※ 操作方法、画面イメージは Windows 10 の仕様になります。
　 Windows 8.1 以下では操作方法、画面イメージが異なる場合があります。

■携帯電話や固定電話への通話料を節約したい
■国際電話の通話料を節約したい

電話代を気にせず、いつでも
好きな時に連絡ができる!

こんな方に
おすすめ!

Web ページに表示される Skype 
マークがついた電話番号をクリッ
クするだけで Skype 通話を始めら
れます。

※ Skype デスクトップ アプリにサイン
　 インしている必要があります。
※ Skype クリックコールを利用できる　
　 のは、Windows のみです。 Skype デ　
　 スクトップ アプリをインストールし
　 た際に、同時にインストールしている
　 場合がございます。
※ Skype クリックコールに対応していな
　 い電話番号もございます。

Web ページの電話番号をクリックStep 1

ご利用方法

■インターネットで見つけたお店にワンクリックで
　 電話したい

Web ページに掲載されている
電話番号にすばやく電話

無料通話が付いているので、通話料を気にせず電話できます。

こんな方に
おすすめ!

カフェやレストランから、話題のスポッ
トなど、インターネットで見つけたお店
に電話するには、 Skype が便利です。 携
帯や固定電話から電話番号を入力するこ
となく、Web ページの電話番号にワンク
リックで電話していただけます。 もちろん 
Office 365 サービスなら、毎月 60 分間の

さっそく使ってみよう!

例: レストランの Web ページのイメージ

[固定電話または携帯電話と通話し
ます] 画面が表示されます。
OK をクリックすることで通話が
開始されます。

Skype から電話Step 2

Skype の便利な使い方 その 2
Web ページの電話番号へワンクリック発信

無料の世界通話

詳しいご利用方法は
http://www.microsoft.com/ja-jp/office/setup/service/skype.aspx
でご確認ください。

Skype のアクティブ化
Skype 毎月 60 分無料世界通話は、各々 Office Premium をインストール後に作
成されるマイ アカウント ページ、Office 365 Solo のマイ アカウント ページ上
から Skype のアクティブ化をすることでご利用いただけます。

Skype の便利な使い方 その 1
Skype から携帯、固定電話へ毎月 60 分無料通話

※ 携帯電話への通話は、日本を含む 9 つの国と地域になります。(2015 年 10 月現在)。通話できる回線およ
　 び国については、office.com/information をご確認ください。

Office 365 サービスで使える Skype の無
料世界通話サービスなら、携帯電話※、固定
電話どちらへも毎月 60 分間、無料で通話
ができます。 相手が Skype を使っていなく
ても、通話料金を気にすることなく話すこ
とができます。 もちろん海外への通話も 
OK! 通話料を賢く節約していただけます。

アプリ版の Skype では［Skype クリックコール］ をインストールしてください。 デ
スクトップ版 Skype をお使いの方はすでにプラグインが入っているため、インス
トールの必要はありません。
Skype クリックコール http://www.skype.com/ja/download-skype/click-to-call/
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※ 操作方法、画面イメージは Windows 10 の仕様になります。
　 Windows 8.1 以下では操作方法、画面イメージが異なる場合があります。

グループに連絡先を追加Step 3
表示されている連絡先リストからグループ
通話に追加したいユーザーを選択。
[追加」 をクリックしグループを作成します。

Microsoft アカウントでサイ
ンインします。

Skype にサインインStep 1

上段の [連絡先リスト] を選択
し、[新しいグループの作成] を
クリックします。

グループの作成Step 2

グループ確認、メンバー追加Step 4
作成されたグループにユー
ザーを追加する場合は追加ア
イコンをクリックして追加し
ます。

グループに連絡Step 5
① グループ通話するには電
話アイコンをクリックします。
② ビデオ会議を行う場合は
ビデオ アイコンをクリック
します。

グループ通話開始Step 6
グループ通話が開始されます。

■学校の課題を帰省中の仲間と相談しながらやりたい
■離れた場所に居る仲間と顔を見て話したい 

どんな場所でも顔を見ながら
みんなでコミュニケーション!

とができるので、携帯電話、固定電話など、電話番号がわかっていれば、通話
に参加していただけます。 しかも Office 365 サービスなら 60 分無料通話が
使えるので、Skype 以外の相手への通話料も安心です。

こんな方に
おすすめ!

休み中の課題を友達と一緒にやりたいけ
れど、みんなそれぞれの実家に帰省中。
そんなときは Skype が役立ちます。イン
ターネット環境があれば、どこでもだれ
とでも、グループ チャットで顔を見なが
ら通話ができます。 さらに Skype を持っ
ていない人もグループ通話に招待するこ

さっそく使ってみよう!

Skype の便利な使い方 その 3
グループ通話でコミュニケーション

クリック

クリック

クリック

クリック

①②
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Office デスクトップ アプリケーション

● サポート範囲

Office 365 サービス

Office for iPad
Office for iPhone
Office for Android 
Office for Android 
Office Mobile for Windows 

Skype

OneDrive

電話でのテクニカル サポートをご利用いただけるので、いつでも安心して 
Office をお使いいただくことができます。マイクロソフトのエキスパート
による 1 対 1 サポートです。

安心してお使いいただくために。

Office テクニカル サポート

マイ アカウント ページにアクセスしよう!
マイ アカウント ページは、アカウントの管理、有効期限の確認、Skype 通話プランの
アクティブ化やヘルプとサポートなど、Off ice の管理、情報ポータル  ページとして
ご利用いただけます。ブラウザーにブックマークして、いつでもすぐアクセスできる
ようにすることをおすすめします。

マイ アカウント ページ: office.com/myaccount

① ② ③

④ ⑤

① タブレットやスマートフォンに Office を
　 インストール

スマートフォンやタブレット向
けの Office アプリの入手先が案
内されています。
お使いのデバイスごとにアプリ
をダウンロードしてインストー
ルしてください。

② Skype 通話プランのアクティブ化
左図の「アクティブ化」をクリッ
クして開いたページから Skype 
通話プランをアクティブ化できま
す。 サインインは、Skype アカウ
ントのほか、Microsoft アカウン
トでも可能です。

クリック
クリック

③ 1 TB 追加された OneDrive の容量を確認する
OneDrive でディスク容量が、もと
もと無料の 15 GB に加え、1 TB 追加
されていることが確認できます。

④ アカウントの管理
Office 365 サービスの有効期限
を確認することができます。

無償のテクニカル サポートへは、P.22 マイ アカウント ページ ⑤ のリンクからアク
セスしてください。 

⑤ サポートへの問い合わせ
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