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定例会予定
今月のテーマ:簿記会計・エクセル
11 月定例会予定
午後７時半より
11 月 7 日
ワードなど、PC フォーラム発行
11 月 14 日
スマホ、画像編集、エクセルなど
11 月 21 日
カービング講座 7 時より、デジカメ講座 ほか
11 月 28 日
エクセル、簿記など
12 月 5 日
エクセル、簿記など
12 月 12 日
エクセル、簿記など、PC フォーラム発行

◆ミュージックプロムナード
60 年代の pops から演歌まで編集者のお気に入りの音楽を集めたブログで
す。YOUTUBE とリンクをしています。
http://dappe.chicappa.jp/music/
◆今年の 12 月は 2 週目が最終週になり、新年は 1 月 13 日が初回の定例会に
なりますのでよろしくお願いいたします。

あなたのスマホ月いくら？
毎月の携帯料金が安くなることで評判のいい格安 SIM ですが、いいことだら
けのように見えて実はデメリットも存在します。ここでは契約後に後悔しない
ためにも格安 SIM のデメリットについてご紹介します。
1. クレジットカード決済のみのところが多い
2. 数日使えない期間がでる
3. キャリアが提供するサービスが使えない

皆さん、こんにちは。10 月は 2 週間以上も雨が降り農作物にも多大な影響
が出ていますね。11 月は青空が澄み渡り晴天が続くのかと思えばそれほどで
はなく、寒さも早くやってきてしまいましたね。
パソコン研究会では、10 月 25 日に足利学校に撮影に行ってまいりました。
足利は 14.9 万人ということで土浦より少し多い人口で、足利学校は駅などに
も近い街中にありました。参加者の写真は 21 日のデジカメ講座までに写真を
集めて次号の PC フォーラムで掲載したいと思います。
◆研究会ホームページではそれよりも早く公開の予定です。また近々、研究
会ホームページもリニューアルして公開したいと思いますのでお楽しみにし
てください。http://dappe.com/
◆ブログは会員の周囲の行事や日常の出来事などを紹介しています。
http://dappe.chicappa.jp/japc/

4. キャリアメールが使えない
5. LINE で ID 検索ができない
6. 家族割や通話定額プランが少ない
7. iPhone など一部機種でテザリングが使えない
8. 通信速度が遅くなりやすい
9. 故障したときのサポートが不十分
10. 乗り換えたあと自分で初期設定が必要
11. 回線と端末の相性など初心者にはややこしい
まとめ：きちんと理解すればスマホ代は安くできる！
■１．格安 SIM の料金の支払いには多くの場合クレジットカードが必要です。クレジッ
トカードを持てない学生さんや現金主義の方などは格安 SIM を契約したくても出来ない
ことがあります。

引用：mobareco.jp

mineo（マイネオ）や BIGLOBE SIM など、一部のデビットカードや口座振替に対応し
ている事業者も存在しますが、あまり数は多くありません。格安 SIM を検討している方
はクレジットカードを作っておいたほうが無難です。

ているようなら乗り換え前に使いきっておきましょう。
キャリアが提供するコンテンツの中でも利用者の多い「キャリアメール」は使えなくな
ると困る方も多いのではないでしょうか。キャリアメールとは「～@docomo.ne.jp」
「～
@ezweb.ne.jp」
「～@softbank.ne.jp」といったメールアドレスのことで、格安 SIM に乗り

■２．
キャリアから格安SIM へMNP するとき、
MNP 転入の申し込みをしてから数日間、

換えると、これらのキャリアメールも使えなくなってしまいます。

電話が一切使えないという欠点があります。具体的には格安 SIM の手続きが完了したタ

代替サービスとして、Gmail などのフリーメールや、格安 SIM が提供する独自のメール

イミングで手元にある乗り換え前の SIM が繋がらなくなり、そこから新しい SIM カード

サービスを利用しましょう。
（例えば mineo では～@mineo.jp というアドレスが発行され

が届くまでは電話の受発信が行えません。

ます。
）Gmail であれば Google アカウントがあればすぐに使えるのでおすすめです。

■３．一部の格安 SIM では、UQ mobile の「UQ スポット」のような即日開通できる実

■５．格安 SIM でも、通常どおり LINE のトークや無料通話を利用できます。しかし、

店舗が存在します。店舗まで出向く手間はあるものの、不通期間がなくその日の内に新し

LINE で友だちを探したり追加したい場合に LINE の ID 検索はできません。ID 検索を利

い SIM を受け取れるメリットがあります。最近では SIM カードが届いたらウェブ上で回

用するには契約キャリアでの年齢認証が必要となり、格安 SIM ではキャリアの年齢認証

線切替手続きを行える SIM も増えているので、電話をよく使う方は即日開通できる SIM

ができない仕様になっているためです。2016 年秋からサービス提供を開始した「LINE モ

を選びましょう。以下のロゴは即日開通できる主な SIM 会社。

バイル」なら、唯一 ID 検索が可能です。
友だちを登録したい場合は、近くにいる相手となら「ふるふる」や「QR コードリーダ
ー」を、離れた相手となら、QR コードリーダーから”自分専用の URL”を発行すること
で登録してもらうことができます。
■６．キャリアでは当たり前のようにある家族割ですが、格安 SIM では家族間の通話料
や C メールの送受信が無料になるプランは今のところありません（2016 年 5 月時点）
。
ただ、1 つのプランで複数の SIM カードを発行して 1 枚あたりの料金を安くしたり、IP
電話を利用して通常料金の半額にすることは可能です。
■７．ドコモの Android 端末では格安 SIM を使ったテザリングが利用できません。テザ
リングを起動すると APN 設定がドコモ純正の SP モードに強制的に切り替えられてしま
うためです。そのため、テザリングを行うには SIM フリースマホを使うか、iOS8 以降の

■３．４

iPhone を使う必要があります。

格安 SIM はキャリアで提供されているサービスが使えません。格安 SIM はドコモや au

逆に、au の場合は Android 端末ではテザリングができますが、iPhone ではテザリングが

のネットワークを利用しているものですが、運営している会社は大元のキャリアとは別会

できません。この仕様は SIM ロックを解除しても同様です。SIM フリースマホであれば

社のためです。

テザリングは使えますが、au のネットワークに対応した端末が少ないのが現状です。

徐々に普及し始めている「d ポイント」や「au WALLET ポイント」はドコモや au 回線

格安 SIM を使うためのポイントその 7：テザリング対応機種を確認しておく。＜続く＞

と紐付いているため、乗り換えたタイミングでポイントが失効されてしまいます。
（ただし

【編集後記】格安 SIM を利用するには DOCOMO のスマホか、SIM フリーのスマホが必

d アカウントの継続利用手続きをすれば d ポイントは失効されません。
）ポイントが貯まっ

要です。次回は SIM フリースマホについても特集します。
（こばやし）

